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冷房を入れた夏場は保冷、
冬は床暖房の保温効果を高めます

保温&保冷

→P8

ベビー服の安全基準で作りました。
化学物質の放散量を抑えた

安心素材

→P19

新・「ダブル発熱」で、
触っているところから、じんわり温かくなる

Wの発熱加工

→P10

ズレや滑りに強い、
高性能ハニカムグリップ採用

滑り止め加工

→P18

カラダからでる水分を吸収して、
繊維自身が発熱

繊維が吸湿発熱

→P9

風合いキープの、新発想。
汚れたら素早く洗濯機で

たたんで洗える

→P16

丈夫で汚れにくく、サラッとした手触り。

麻のカシミヤ「リネン」は、ナチュラルで上質

天然素材リネン

→P20

FUNCTION RUG

さらさらの、やわらかい手触りが長く続く、
心地よさ。業界NO.1※1の

極細ナイロン

→P4
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歯学博士が開発した、抗菌・抗ウイルス成分。
ペットの菌・黒カビを抑制し、繊維上の特定の

ウイルス数を減少
※2

→P14

スギ花粉やダニと戦うカーペット。
365日、花粉や、ダニに含まれる

アレルゲンを吸着 
※3

→P15

ペット臭やタバコ・生活臭、ホルムアルデヒドを、
水やCO2など無害な成分に吸着・分解

消臭加工

→P12

手織りをイメージした、

レリーフのようなアートラグ

高密度タフトラグ

→P24

リキッドプルーフ

P R O O F

ラグが、汚れをはじく傘になりました！
撥水・撥油加工した

水をはじく機能

→P37 （Din ing Rug & Mat）

pH コントロール

カーペット表面を、
肌自身のpH値である弱酸性に保つ

pHをコントロール

→P13

カラードウール

毛羽立ちが少なく、手触りのやさしい
子羊の羊毛だけを使用

カラフルなウール

→P22

快適を科学して生まれた、新しい心地よさ。
人は弱いものだと仮定すると、ラグはもっと優しくなれる。

触り心地や温もり、洗いやすさを追求すると「快適」な機能が生まれる。 

ズレや滑りによる転倒予防を考えると「安全」な機能が生まれる。 

ウイルスの数を減少させ、雑菌を抑制すると「優しい」機能が生まれる。

子どもたちやご高齢者を基準に考えると、家族みんなが実感できる心地いい機能になる。

スミノエは快適を科学して、新しい心地よさをお届けします。

comfort
「快適」

safety
「安全」

care
「優しい」

Ⓡ

Fine relief 
SERIES

ファインレリーフシリーズ

※1 日本国内の住宅用カーペットにおけるナイロン糸の細さを比較。2017年6月現在（当社調べ）　※2 繊維上の特定のカビ・細菌の増殖を抑制、繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。　※3 室内に浮遊している花粉には効果がありません。 3
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#38 ブルーグレー #39 グレーベージュ

#2 ベージュ

カーム　ブルーグレー

いつまでも触っていたくなる
なめらかなタッチ感と、
心落ち着くカラーリング。
インテリアをやさしく包み込み、
ナチュラルモダンな効果を演出します。

CALM（カーム） CALM
code NO.134-40306

140×200cm  ¥59,000
200×200cm  ¥85,000
200×250cm  ¥106,000

カーム

M CALM
code NO.134-40314

（正円）
  200×200cm  ¥90,000

M カーム

ナイロン100% 
パイル長14mm

タフテッド日本製

#1 アイボリー

6
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#9 グレー

フロストライン

ナイロン100%
パイル長12/7/2.5mm

FROST LINE
code NO.134-40284

130×190cm  ¥34,000
190×190cm  ¥45,000
190×240cm  ¥56,000

水晶をイメージしたジオメトリックなラインデザイン。
光沢感と、スモークなカラーが上品な雰囲気を演出します。

#1 アイボリー

凹凸の中にカラーが見える、こだわりのシンプルデザインです。
カジュアル・モダン・ナチュラルどのテイストにも使用できます。

デザインラグシリーズ

極細繊維フィーラを使用したデザインラグです。

タフテッド日本製

ラインドット

ナイロン100%
パイル長12/7/2.5mm

LINE DOT
code NO.134-40292

130×190cm  ¥34,000
190×190cm  ¥45,000
190×240cm  ¥56,000

タフテッド日本製

フロストライン　グレー

ラインドット　アイボリー

※柄の出方が多少異なる場合があります。

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。 7
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#4 イエローグリーン

#40 ネイビー

#9 グレー#39 モーヴ

家具に合わせやすいモダンデザイン。
風合い軽やかなこだわりの2種類の糸（極細繊維フィーラ）を
使用し、さらに快適な保温&保冷機能をプラス。

ホットカーペットや
床暖房の温もりが、
すばやく伝わります。

冷房を入れた夏場は、
表面温度が早く下がるので

涼しく使えます。

は しく、 は

+

#3 Gブルー

タフテッド日本製

レシェ

ナイロン65% ポリエステル35%
パイル長13.5/8/3mm

LECHER
code NO.134-60501

140×200cm  ¥42,000
200×200cm  ¥61,000
200×250cm  ¥79,000

レシェ　イエローグリーン

夏は冷房の涼感を逃さず、
冬は温かさキープ。

保温&保冷

熱しやすく、冷めやすいメタル素材を基布に使用している
ので、冷房を入れた夏場はラグの表面温度が素早く下が
り、保冷効果を高めます。逆に、冬はホットカーペットや床
暖房の上に敷くだけで保温効果を高めます。年中、快適に
使えて省エネです。　

（詳細はP54参照）
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#9 グレー#2  ベージュ

#8 ブラウン#2 ベージュ

※1【試験方法】①試料（30cm×30cm）を乾燥機において
80℃、4時間処理し、シリカゲル入りのデシケータ内で一晩放
置する。②処理後の試料を中表に二つ折りし、その中心に熱
電対温度センサーを取り付け、試験体とする。③恒温恒湿機
を用いて試験体を20℃、40%RHの環境下で2時間処理した
後、恒温恒湿機の設定を20℃、90%RHに変化させたときの
温度変化を１分毎に30分間測定する。（表面を測定）
●試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構
※ この製品には吸湿発熱機能繊維       　（JC-058E）が
使用されています。
※ エクス®は、東洋紡株式会社の登録商標です。

、

を

し く

ヒートスクエア　グレー

ポリエステル55%  合成繊維(アクリレート系繊維)30%  レーヨン15%
パイル長9/4mm

WARM GLEN
code NO.132-78819

130×190cm  ¥34,000
190×190cm  ¥45,000
190×240cm  ¥57,000

ウォームグレン

ポリエステル55%
合成繊維(アクリレート系繊維)30% レーヨン15%
パイル長9/4mm

タフテッド日本製

伝統的なグレンチェックの織物をイメージ。
ループパイルの高低差で表現しています。

シンプルなモダン柄に多色感をプラスして、温かさと深みを表現したデザインです。

HEAT SQUARE
code NO.132-78827

130×190cm  ¥34,000
190×190cm  ¥45,000
190×240cm  ¥57,000

ヒートスクエア

タフテッド日本製

ウォームグレン　ベージュ

カラダからでる水分を
吸収して、繊維自身が発熱。

繊維が吸湿発熱

発熱肌着のように吸湿発熱する素
材を採用。触るだけで温かく感じま
す。カーペットに座った時、プラス
1.5℃の温かさを実感（一般的なカーペッ
トと比較※1）。
調湿に優れているのでムレ感の
ない温かさが魅力です。  

エクス®

（詳細はP5８参照）

9
※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。　
※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。
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#4 グリーン

ダブル発熱

、

れ 、

た に 冬の北欧の暮らしをイメージしたタータンチェックのような幾何柄。
マイクロファイバーの柔らかいタッチ感とアクセントカラーをきかせたカラーリングです。

ポリエステル100%
パイル長12/6.5/2.5mm

TRAD TARTAN
code NO.134-69312

140×200cm  ¥39,000
200×200cm  ¥57,000
200×250cm  ¥67,000

トラッドタータン

トラッドタータン  グリーン

ダブルの吸湿発熱機能で、
触っているところから、
じんわり温かくなる。

 Wの発熱加工

カラダから蒸発する水分を吸収する
ことで熱を発生させる吸湿発熱加
工を、カーペット表面と基布面にダ
ブルで施しています。触っているとこ
ろから、じんわり温かくなる温感機
能です。

タフテッド日本製

（詳細はP57参照）
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#3 ブルー

冬の北欧の暮らしをイメージしたモダンなハニカムデザイン。
マイクロファイバーの柔らかいタッチ感と、お部屋を明るくしてくれるカラーリングが魅力のラグです。

冬の北欧の暮らしと、その街並みをイメージした幾何柄。
マイクロファイバーの柔らかいタッチ感と、温かなカラー
がお部屋を明るくしてくれます。

ポリエステル100%
パイル長12/6.5/2.5mm

HONEYCOMB DROP
code NO.134-69339

140×200cm  ¥39,000
200×200cm  ¥57,000
200×250cm  ¥67,000

ハニカムドロップ

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。

#5 オレンジ

ポリエステル100%
パイル長12/6.5/2.5mm

LANDSCAPE
code NO.134-69320

140×200cm  ¥39,000
200×200cm  ¥57,000
200×250cm  ¥67,000

ランドスケープ

タフテッド日本製

タフテッド日本製

ランドスケープ  オレンジ

ハニカムドロップ　ブルー

11
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ホルム
アルデヒド

空気を洗うカーペット。

消臭加工

ペット臭やタバコ※1・生活臭、家具など
から発生するホルムアルデヒドを、水や
CO2など無害な成分に吸着・分解。ニオ
イが気になってお掃除や換気に忙しい
あなたを、カーペットが静かに、そっとお
手伝い。電気を使わず、24時間くり返し
サイクル消臭します。

スプレー型消臭剤と比較し、約1.3倍※2

も消臭効果が高いことが実証されました。
タバコ臭の主要成分のひとつアセトアルデヒドで約96％※3、ペッ
ト臭のひとつ硫化水素では100％※3消臭効果を発揮。

※1特にタバコをよく吸われるご家庭では、こまめなお掃除、クリー
ニングをしていただくことで、消臭効果が回復します。　※2 市販品
スプレー型消臭剤（A社）を使用。　※3【測定方法】①200㎠に
カットしたサンプルを入れたプラスチックバッグに500mLの悪臭ガ
スを注入。②プラスチックバッグ内の悪臭ガスの濃度変化をガス
検知管で測定。　

トレンドファブリックの傾向を取り入れたリーフのラインデザイン。
様々なテクスチャー表現と、柔らかいボリューム感が気持ちいいラグです。

#1 アイボリー #9 グレー#4 グリーン

Ⓡ

カラープランツ　グリーン

カラーライン　アイボリー

やわらかなラインの色の変化が美しいデザイン。
ベース色に深みのある杢糸を使用したボリューム感のあるラグです。

#1 アイボリー #4 グリーン

ポリエステル100%
パイル長12/6.5/3mm

 日本製  タフテッド

COLOR LINE
code NO.134-69304

130×190cm  ¥22,000
190×190cm  ¥30,000
190×240cm  ¥38,000

カラーライン

ポリエステル100%
パイル長12/7/2.5mm

  日本製  タフテッド

COLOR PLANTS
code NO.134-65848

130×190cm  ¥22,000
190×190cm  ¥30,000
190×240cm  ¥38,000

カラープランツ

ま 、

し

ま

ペット臭・
生活臭
ペット臭・

タバコ臭

（詳細はP57参照）
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pH コントロール

は、

に し

#4 グリーン#1 アイボリー

カーペット表面を、肌自身の
pHである弱酸性に保ちます。

 pH をコントロール

人の肌は弱酸性に整えられていて、汗
などのアルカリ成分は、肌から大切な
成分を奪います。
カーペットにpH値を弱酸性にコント
ロールする、新素材のレーヨン「パラモ
ス®」を採用。生地のpH値を肌自身の
pH値である弱酸性に保ちます。保湿・
消臭性にも優れています。
※「パラモス®」は、ダイワボウレーヨン（株）の登録商標です。

pH値を調節する機能に加え、綿ならではのやさしい肌触り。寝転びたくなるラグです。

アクアミスト  グリーン

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。　
※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。

タフテッド日本製

アクアミスト

綿60% レーヨン25% ナイロン15%
パイル長4.5mm

AQUA MIST
code NO.132-79408

130×190cm  ¥26,000
190×190cm  ¥38,000
190×240cm  ¥49,000

（詳細はP5８参照）
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#9 グレー

ピュアフロー　グレー

ピアンタ　グレー

テクスチャー感たっぷりにリーフ柄を表現しました。
優しい印象のインテリアに。

ラグの上に寝転びたくなるふかふかの風合いです。
光沢糸で高級感もプラス。

#9 グレー

が

した、

抗菌・抗ウイルス機能繊維加工技術

ペットの菌※1・黒カビを抑制し、
繊維上の特定の

 ウイルス数を減少

ラグ上の特定のウイルス、カビにも効
果が認められました。
ペットの皮膚や耳などの常在菌の一
つであるマラセチア菌や、汚れの原因
でもある黒カビなどの発育を抑制※2。
また室内干し臭発生の原因の一つで
あるモラクセラ菌の増殖を抑制※3。
さらに、繊維上の特定ウイルスの数を
減少させます。　
※1 犬などの動物の皮膚、耳などに常在するペット菌の一つであ
るマラセチア菌 ※2 繊維上の特定のカビの発育を抑制します。　
※3 繊維上の特定の細菌の増殖を抑制します。　

●「クレンゼⓇEX」は、広島大学大学院・二川浩樹教授が開発した
口腔内の洗浄成分をベースにした固定化抗菌成分「EtakⓇ（イー
タック）」を、繊維表面に強力に固定化する繊維加工技術です。 

タフテッド日本製

ピュアフロー

ポリエステル80% ナイロン20%
パイル長13/2.5mm

PURE FLOW
code NO.134-60536

140×200cm  ¥30,000
200×200cm  ¥41,000
200×250cm  ¥53,000

ピアンタ

ポリエステル100%
パイル長13/8/2.5mm

PIANTA
code NO.134-60544

140×200cm  ¥30,000
200×200cm  ¥41,000
200×250cm  ¥53,000

タフテッド日本製

（詳細はP54参照）

14

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



#8 ブラウン#4 グリーン

し 、

クラシックな唐草柄を
深みのある色合いのラインで表現しました。

365日、花粉や、ダニに含まれる

アレルゲンを吸着

アレルギーの原因物質であるアレル
ゲンは、一年中ラグの根元に多く存
在します。掃除機では取れにくい根
元部分にしっかり加工しているので
効果的。また、天然鉱物由来の「無機
系抗アレルゲン剤」だから、肌に触れ
ても安心です。　
※室内に浮遊している花粉には効果がありません。

ランソー　グリーン

タフテッド日本製

ランソー

ポリエステル65% ナイロン35％
パイル長13/6.5/3mm

RINCEAUX
code NO.133-79780

140×200cm  ¥24,000
200×200cm  ¥32,000
200×250cm  ¥41,000

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。

【公財】日本学校保健会 推薦

（詳細はP55参照）

FUNCTION RUG
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簡単にたためる設計で、
風合いそのまま、素早く
洗濯機で丸ごと洗えます。

 たたんで洗える

デザインに沿ってスクエアな溝（ルー
プ組織）を施した構造なので、ボリュー
ムがありながら折りたたみやすく、洗濯
機にポンと入れるだけで丸ごと洗えま
す。カーペット表面が外側になるよう
にたためるので、汚れが落ちやすく、風
合いも損ないません。また、水抜けも良
く、洗濯機から軽く取り出せます。

ラインにそって、簡単にたためます。

たた 、

！

、

最大適応カーペット目安190×190cm
洗濯機容量9kg以上対応
（詳細はP62参照）

直径40×高さ28cm

洗濯槽にすっぽり入る
ラグ専用洗濯ネット（別売）

インパク卜のあるカラーのタータンチェックデザインで、
お部屋をより一層明るい空間にしてくれます。

ポリエステル（スミトロン®）100%
パイル長10.5/7/3mm

CLEAN TARTAN
code NO.134-62946

95×130cm  ¥12,000
130×190cm  ¥23,000
190×190cm  ¥31,000

クリーンタータン

タフテッド日本製

#5 オレンジ

クリーンタータン　オレンジ

洗濯機へ縦方向にじゃばら折りする 横方向にじゃばら折りする

【洗濯方法】

折りたたみ式 ウォッシャブル ラグ

（詳細はP59参照）
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入り組んだラインモチーフとメリハリのあるカラーが
お部屋のワンポイントアクセントに。

シンプルな幾何学柄がリズムよく構成されているデザイン。
カジュアルを中心とした幅広い空間に合わせやすいラグです。

ポリエステル（スミトロン®）100%
パイル長10.5/7/3mm

PURE WASH
code NO.134-62938

95×130cm  ¥12,000
130×190cm  ¥23,000
190×190cm  ¥31,000

ピュアウォッシュ

タフテッド日本製

ポリエステル（スミトロン®）100%
パイル長10.5/7/3mm

SACLIE
code NO.134-62954

95×130cm  ¥12,000
130×190cm  ¥23,000
190×190cm  ¥31,000

サクリエ

タフテッド日本製

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。

#4 グリーン

#3 ブルーグレー

サクリエ  ブルーグレー

ピュアウォッシュ  グリーン
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太細のストライプとカラーを効かせた
柔らかいループ仕様のラグです。

ズレや滑りに強い、
高機能ハニカムグリップ

 滑り止め加工

安全を求められるタイヤに学んだ、六
画形状のハニカムデザインを裏材に
採用。グリップ力に優れ、フローリン
グにしっかり密着。一般的な滑り止
め加工ラグと比べ、1.6倍※のグリップ
効果があり、お子様やご高齢者のい
らっしゃるご家庭におすすめ。また、掃
除機で吸っても巻き込まず快適です。
※当社製滑り止め加工ラグとの滑り加重試験比較（自社基準）です。

滑らない

タイヤのように、

しっかりブレーキ。

大胆なカラーコンビネーションの
使いやすい北欧モダンデザインです。

●滑りにくいハニカム構造

#4 グリーン #12 イエロー

#4 グリーン #18 ピンク

タフテッド日本製

ヘルシンキ

ポリエステル（スミトロン®）100%
パイル長5/3mm

HELSINKI
code NO.133-49520

140×200cm  ¥24,000
200×200cm  ¥35,000
200×250cm  ¥42,000

 

オスロ

ポリエステル（スミトロン®）100%
パイル長5/3mm

OSLO
code NO.133-49490

140×200cm  ¥24,000
200×200cm  ¥35,000
200×250cm  ¥42,000

ヘルシンキ  イエロー

オスロ　ピンク

タフテッド日本製 

（詳細はP60参照）
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安心素材

ケミフリーは化学物質の放散量を抑
えた、安心のカーぺッ卜です。ケミフ
リーカーペットの基準は、厚生労働省
室内濃度指針値の10分の1以下を実
現しています。また国際的評価機関の
繊維製品安全基準の乳幼児レベル、
ホルムアルデヒドの放散に対する基準
であるFIF☆☆☆☆を下回る基準です。

清潔感のあるアイボリーカラーがお部屋を明るい印象に。
お掃除もしやすいループパイルの商品です。

家具と合わせやすい
ナチュラルカラーの
シンプルなデザインです。

もた を

、

ラグを りました

タフテッド日本製

ラインフリー

ポリプロピレン100%
パイル長6/3mm

LINE FREE
code NO.132-78029

100×140cm  ¥16,000
140×200cm  ¥32,000

ポリプロピレン100%
パイル長6/3mm

    

日本製  タフテッド    

WAFFLE FREE
code NO.132-78037

100×140cm  ¥16,000
140×200cm  ¥32,000

ワッフルフリー

#1 アイボリー

#8 ブラウン

#1 アイボリー

ラインフリー　アイボリー

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。

（詳細はP56参照）

19

FUNCTION RUG

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



肌にやさしく、サラッとした
手触り。 丈夫で汚れにくい

天然素材リネン

世界の一流ホテルがシーツ等に「リネ
ン」を使用する理由がここにあります。
麻の仲間ですが、その中でもいちばん
上質なのが「リネン」。天然繊維の中で
は最も丈夫で、やさしい手触りをあわ
せもっています。汚れにくく、落ちやす
い、使うほどに風合いが増すことも人
気の秘密。また、風通しがよく、熱を逃
がす「リネン」は、高温多湿の日本に適
し、とっても爽やか。冬でも快適で、
オールシーズン使えます。

ナチュラルカラーが引き立つシンプルな柄が、様々な家具に合わせやすいです。

立体感のあるテクスチャーが、素材の特性を最大限に感じられます。

は

ラ な

#19 パープル

#4 グリーン

リネン95% 綿5%
パイル長7.5/6.5/3mm

LINEN LINE
code NO.134-30025

130×185cm  ¥29,000
185×185cm  ¥40,000
185×240cm  ¥51,000

リネンライン

タフテッド日本製

リネン95% 綿5%
パイル長7/6/2mm

RINCEDER
code NO.134-30017

130×185cm  ¥29,000
185×185cm  ¥40,000
185×240cm  ¥51,000

リンシーダ

タフテッド日本製

リネンライン　ベージュ

#2 ベージュ

リンシーダ　グリーンリンシーダ　グリーン
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ボリュームのあるミニシャギータイプのウールラグ。
光沢のあるリネンとウールの風合いを実感できます。お部屋のアクセントとなるカラーリングで揃えました。

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。　※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。

綿90% リネン10%
パイル長26mm

LINEN COTTON
code NO.131-35104

130×185cm  ¥35,000
185×185cm  ¥47,000
185×240cm  ¥59,000

リネンコットン

#19 パープル#8 ミドルブラウン#4 グリーン

ウール80% リネン20%
パイル長17mm

LINEN WOOL
code NO.134-69347

140×200cm  ¥49,000
200×200cm  ¥62,000
200×250cm  ¥76,000

リネンウール

タフテッド日本製

リネンウール　グリーン

リネンコットン　アイボリー

さらっとした肌触りのリネンコットンシャギー。
天然繊維の持つ優しい風合いと、落ち着いた色合いがナチュラルな空間にとても似合います。

#9 グレー

#1 アイボリー

タフテッド日本製
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ラ 、

を

た

発色のいい
カラーバリエーション。
毛羽立ちが少なく、
手触りのやさしい
子羊の羊毛だけを採用。

カラフルなウール

100％染色なので、発色がとても良
く、通常のウールではあまりない
濃色カラーと単糸のミックスカラー
を実現。また、子羊の羊毛だけを
使用。細い毛で、やわらかく弾力
性のある上質なウールです。

パープルを基調にした、シックなカラーリングは、
落ち着いた印象の空間に導きます。

ウール100%
パイル長7.5/4/3mm

RICORDO
code NO.134-10059

140×200cm  ¥45,000
200×200cm  ¥61,000
200×250cm  ¥77,000

リコルド

タフテッド日本製

#38 マルチ

リコルド　マルチ
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元気で明るい
マルチカラーのデザイン。
エスニックでありながら
個性的な印象に。

変化に富んだテクスチャーで、
足触り良く仕上げました。
エスニック調のインテリアに
おすすめです。

ウール100%
パイル長7.5/4/3mm

CARITA
code NO.134-10032

140×200cm  ¥45,000
200×200cm  ¥61,000
200×250cm  ¥77,000

カリタ

タフテッド日本製

ディレット

ウール100%
パイル長7.5/4/3mm

DILETTO
code NO.134-10040

140×200cm  ¥45,000
200×200cm  ¥61,000
200×250cm  ¥77,000

タフテッド日本製

#38 マルチ

#38 マルチ
カリタ　マルチ

ディレット　マルチ

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。　※サイズによって柄の入り方が異なります。※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。 23
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※表示価格は消費税を含みません。　※サイズ表記は若干異なる場合があります。

ナイロン100%
パイル長9/8/6.5/4.5/3.5mm

INHERIT
code NO.132-48499

140×200cm  ¥70,000
200×200cm  ¥94,000
200×250cm  ¥117,000

インヘリト

ナイロン100%
パイル長9/8/6.5/4.5/3.5mm

日本製 タフテッド

REMASED
code NO.132-48480

140×200cm  ¥70,000
200×200cm  ¥94,000
200×250cm  ¥117,000

リメイス

な

ラグ

レリーフのような立体感と経年変化を感じさせるオーナメント柄を
モダンにアレンジしたデザインです。

シンプルなメダリオン柄を
立体的に、複雑に表現。
アブラッシュという規則性のない
かすれ表現を施し
深みを出しています。

#3 ブルー

#3 ブルー

　　　　　タフトラグとは？
タフト（タフテッド）ラグとは、基布に刺繍のようにミシ
ン針でパイルを差し込む機械刺しで、パイルの抜けを
防ぐために、裏面に接着剤をコーティングし、パイルを
裏面から固定したラグのこと。　

Fine relief 
SERIES
ファインレリーフシリーズ

日本製 タフテッド

インヘリト　ブルー

リメイス　ブルー

知っ得！

高密度タフトラグ

レリーフのような凹凸した緻密な立
体感と多色感を併せ持つまったく
新しい表情の高密度タフトラグ。伝
統的な手作業で制作された優れた
手織りの技術とデザイン性をマ
シーンメイドにアレンジしました。ク
ラシックテイストをモダンに処理し、
アート性を加味した繊細な柄のデ
ザインシリーズです。日本製ならで
はの「安心感」と「ハイクオリティ」
をご実感いただけます。
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TEXTILE RUG

→P32

ふかふかの踏み心地と、
やわらかい肌触り

リズムのあるストライプと、
風合いが心地いい

華やかなデザインと、
シンプルで使いやすい

心地よさを追求した、こだわりの新しいテクスチャー。
ラグの肌触りや、ボリューム感は糸選びや織り方、編み方によって大きく左右されます。触り心地の好みや、生活シーンは人に

よってさまざま。TEXTILE RUGは、ファッションで身近なニットをはじめ、シェニール糸織りのファブリックラグや、ひとつひとつ

手摘みで収穫されているオーガニックコットン、また、シーズンごとに着せ替えを楽しむスウィッチラグまで、自由なアイデアで

表情豊かなラグをご提供します。

木質繊維ウッドヤーン

安心・安全。
人にも環境にも優しい

北欧フィンランドの
自然素材を活かした平織ラグ

空気を含んで
ふわっとやわらか

手書きの味そのまま、
温かみのあるファブリックラグ

高密度レーヨンラグ

ジャガードラグ

シャギーラグ

ウレタンラグ着せ替えラグ

シーズンごとに
デザインを楽しむ

→P33 →P34 →P35

現代の定番ラグ

→P30 →P31→P28→P26

ゴブラン織 オーガニックコットン ニット素材
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植物をイメージしたメダリオンデザインです。
北欧テイストやカジュアルテイストのインテリアにぴったりです。

　　　　　ゴブラン織とは？
フランスのゴブラン織物工房で織られた「つづれ織り」手法のことで、タペス
トリーや椅子張り、カーペットなどインテリアに使われることがほとんど。
多くの色糸を用いて人物・風景などを表した精巧で重厚な織物で、まるで
絵画のように芸術性の高いものも多く作られています。

#9 グレー 

FP-101 グレー 

FP-101　グレー

手書きの味そのまま。
温かみのあるファブリックラグ。

ゴブラン織

織物ならではの立体感のある表情と、手書きデザ
インの風合いを表現したファブリックラグが誕生
しました。少し起毛したシェニール糸の優しい肌触
りと、北欧インテリアにぴったりの温かみあるカ
ラーが特長です。毎日の生活に癒しと楽しさをプ
ラスしてくれます。

知っ得！

平織中国製

（経糸）ポリエステル100%
（緯糸）アクリル75% ポリエステル15%
           綿5% その他5%

FP-101
code NO.117-42437

150×150cm  ¥19,000

滑り止め
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※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。　※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

植物をイメージしたモチーフが
連続する民族調のデザインで
す。カジュアルな空間や木製の
インテリアにぴったりです。

北欧・工スニックをイメージし
たさまざまなモチーフをコラー
ジュしたデザインです。カジュア
ル～モダンの幅広いテイストの
インテリアとコーディネー卜い
ただけます。

ヨーロッパのタイルをイメージ
したデザインです。エレガンスと
カジュアルの要素を併せ持ち、
幅広いテイストのインテリアに
合わせられます。

#38 オリーブ

FP-102　グリーン

FP-103　ブルー

#4 グリーン

FP-104　オリーブ

#3 ブルー

平織中国製

（経糸）ポリエステル100%
（緯糸）アクリル75% ポリエステル15%
           綿5% その他5%

FP-102
code NO.117-42445

130×190cm  ¥24,000

滑り止め

平織中国製

（経糸）ポリエステル100%
（緯糸）アクリル75% ポリエステル15%
           綿5% その他5%

FP-103
code NO.117-42453

130×190cm  ¥24,000

滑り止め

平織中国製

（経糸）ポリエステル100%
（緯糸）アクリル75% ポリエステル15%
           綿5% その他5%

FP-104
code NO.117-42461

130×190cm  ¥24,000

滑り止め

TEXTILE RUG
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オーガニックコットンは、3年以上農
薬や化学肥料を使わない農地で栽
培された綿のことをいいます。普通
の綿花栽培では、かなりの量の化学
肥料と農薬が使われていますが、
オーガニックコットンは、有機肥料
を使用し、手摘みで収穫されていま
す。時間をかけて作られたコットン
は、環境はもちろん、つくる人、使う
人にも安全な繊維です。

卜レンドのシックなカラーでチェック柄を織り上げました。
季節を問わず、どんな家具にも合わせやすいデザインです。

高密度で織り上げた、立体感のある平織ラグです。
薄くて軽いのでお掃除しやすく、清潔感が保てます。

#9 グレー

オーガニックチェック　グレー

#38 ネイビー

オーガニックアクシス　ネイビー

ORGANIC AXIS

平織インド製

オーガニックアクシス

綿（オーガニックコットン）100%

code NO.117-41546

140×200cm  ¥22,000

ORGANIC CHECK

平織インド製

オーガニックチェック

綿（オーガニックコットン）100%

code NO.117-41570

140×200cm  ¥22,000

オーガニックコットンだから
安心・安全。人にも環境にも
優しい繊維です。

 オーガニックコットン

28

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



北欧デザインをイメージして、クールに仕上げました。
鮮やかなイエローがアクセントになります。

リズミカルなパターンを、
高級感のあるカラーリングで仕上げました。
ナチュラルシックな印象の空間に
おすすめです。

#12 イエロー

オーガニックブロック　イエロー

#9 グレー

オーガニックジオ　グレー

ORGANIC BLOCK

平織インド製

オーガニックブロック

綿（オーガニックコットン）100%

code NO.117-41562

140×200cm  ¥22,000

ORGANIC GEO

平織インド製

オーガニックジオ

綿（オーガニックコットン）100%

code NO.117-41554

140×200cm  ¥22,000

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。　※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 29
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北欧フィンランドの
温かみあふれる平織ラグ。

木質繊維 ウッドヤーン

フィンランドの針葉樹林からつくられ
た木質繊維「ウッドヤーン」を使用。
天然繊維の中でも耐久性に優れ、ま
た、その繊維がきめ細かいためホコリ
や汚れがつきにくく、防炎性も兼ね備
えています。環境にもやさしく、「畳」
と同じように年中使える素材なので、
とても快適です。

ボリュームあるウール糸の粒感がとても美しく、メンテナ
ンス性に優れた、長くご使用いただける平織ラグです。

ペーパーならではの
サラッとした手触りと、耐久
性が特長の平織ラグです。

WF-102　グレー

WF-101　ホワイト

#79 ブラック#77 グレー#71 ホワイト

#17 Dグレー#８１ ホワイト

　　　　　平織ラグとは？
経糸（たていと）と緯糸（よこいと）を交互に織り上げる
織物で、パイル（毛足）のないラグのことを言います。
メンテナンスもしやすく丈夫です。

知っ得！

分類外繊維（紙）100％

フィンランド製 平織

WF-101
code NO.117-45878

200×200cm

140×200cm

 ¥109,000
200×250cm  ¥137,000

 ¥77,000

分類外繊維（紙）55％、ウール45％

フィンランド製 平織

WF-102
code NO.117-45886

200×200cm

140×200cm

 ¥123,000
200×250cm  ¥154,000

 ¥86,000
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空気を含んでふわっとやわらか。
身近なニットから作るラグ。

ニット素材

ニットは、機械編みでありながら、
ふっくらと柔らかく編み上げられま
す。カラフルで遊び心のある「ニット
ノットニット」は、雑貨感覚、ファッ
ション感覚でインテリアにフィット。
小さなお部屋でもしっかり空間を
創ってくれる最適なサイズ感です。 グラフィカルで遊び心のあ

るデザインは、ビルの連な
りをイメージ。ファッション
感覚のデザインラグです。

奥行きのある柄は海をイ
メージしています。白のポイ
ントが軽やかにお部屋を彩
ります。

リズミカルな柄でありなが
ら、グリーンを基調として、
家具に合わせやすく仕上げ
ました。

シャードプラザ　レッド

リグリア　ブルー

アネート　グリーン

小さなお部屋に
最適なサイズ感

寝転んでも
ちょうどいい！

くつろぎの空間を演出

#4 グリーン

#3 ブルー

#16 レッド

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。　
※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。※製品の特性上、若干の伸び縮みが発生します。
※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

日本製

SHARD PLAZA

ジャガードニット

シャードプラザ

アクリル95% ポリ乳酸5%

code NO.117-41503

110×160cm  ¥41,000

滑り止め

日本製

ANETO

ジャガードニット

アネート

アクリル95% ポリ乳酸5%

code NO.117-41538

110×160cm  ¥41,000

滑り止め

日本製

LIGURIA

ジャガードニット

リグリア

アクリル95% ポリ乳酸5%

code NO.117-41511

110×160cm  ¥41,000

滑り止め

ローテーブルを使用

してもしっかり空間を

創ってくれます。

ローテーブル
幅110cm

約40cm約40cm

ラグサイズ 110×160cm

日本人女性の平均

身長に合わせたサ

イズ設計！

クッション
50×50cm

女性
身長158cm

一人掛けソファに

はもちろん、 二人

掛けのソファにも

ぴったりのサイズ

です。

１人掛けソファ
奥行80cm

１人掛けソファ
幅70cm

ラグサイズ 110×160cm
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（裏面）
ドット形状の
滑り止め

（表面）
カーペットを止める
ピン形状の突起

無地調のシンプルな織が家具と合わせやすいラグです。
モダン・カジュアルのカラーよりお選びいただけます。

#8 ブラウン #3 ブルー

シーズンごとに
デザインを楽しむ

着せ替えラグ

別売りの防音ピンバックと組み合わ
せて、お好きな時、気軽にデザイン
を替えることができるように2タイプ
ご用意。190×240cmサイズまで簡
単にご家庭の洗濯機でお洗濯いた
だけます。日常のお手入れは拭くだ
けで清潔感をキープできます。

シーズンごとに
デザインの切り替えができます。

平織日本製

ソリッドウィーブ

（経糸）ポリプロピレン100%
（緯糸）ポリエステル  100%

SOLID WEAVE
code NO.132-80805

130×190cm  ¥12,000
190×190cm  ¥19,000
190×240cm  ¥24,000

ソリッドウィーブ　ブルー

ソリッドウィーブ　ブラウン

［別売］ 防音ピンバック
クッション性を持ち合わせた固定・接着シー
ト。裏面はドット形状の滑り止め、表面はカー
ペットを止めるピン形状の突起となっており、
超強力な固定シートです。適度な弾力性があ
り、室内の防音性を高めます。

※防音ピンバックの詳細はP63を参照ください。
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枝をモチーフにした幾何柄デザインです。
表面は肌触りがふわふわの
マイクロファイバー糸を使用。
お部屋をナチュラルモダンな空間に。

ふかふかの踏み心地と
やわらかい肌触り。

ウレタンラグ

極上のくつろぎラグ。ふかふかで踏
み心地抜群な、ボリューム感たっぷ
りのウレタンラグが登場。中材に、
しっかりとした厚みのあるウレタンを
使用しており、弾力性に優れていま
す。さらに、生活音が気になっている
方にも安心な防音機能付きです。お
部屋をワンランク上のくつろぎ空間
へ演出します。

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。  
※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#1 アイボリー #8 ブラウン

ポリエステル100% 
パイル長13/6/3mm

RAMOCA
code NO.134-62989

130×190cm  ¥26,000
190×190cm  ¥38,000
190×240cm  ¥47,000

ラモカ

タフテッドタイ製

ラモカ　ブラウン

8
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リズムのあるストライプと
レーヨンの風合いが心地いい。

高密度レーヨンラグ

モダン空間にプラスアルファを。高品質なデザイン
を求める人達に、新しいコーディネートをご提案。
同色系のカラーだから家具に合わせやすく、リズム
のあるストライプとレーヨンの風合いは、リラックス
できる空間を演出。またしっとりとしてひんやりした
素材と、密度のある質感も魅力です。

手織りのような綴密なラグ。
レーヨンのしっとりして艶のある風合いが特長です。

お部屋をさらに上質な空間に彩る超高密度ラグ。
光沢感とアクセントカラーが特長です。

レーヨン100% 
パイル長4mm

EL-203
code NO.131-33187

140×200cm  ¥58,000

タフテッドインド製

レーヨン100% 
パイル長4mm

EL-204
code NO.131-33195

140×200cm  ¥58,000

タフテッドインド製

EL-203　グリーンEL-203　グリーン

#16 レッド

#4 グリーン

EL-204　ブラウン

#9 グレー

#8 ブラウン

34

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



華やかなデザインで
リビングに花を咲かせて。

ジャガードラグ

リビングは家族がくつろぐ空間。暮らしの中心に
好きなデザインやカラーのラグを敷くことで、毎
日の暮らしが華やかに、新しく変わります。

　　　　　ジャガードとは？
フランスのジャカールさんの発明で、経糸（たていと）と緯糸（よこいと）を組み
合わせて、大きな織組織で織った布生地のことです。
それを参考にラグ向けにふわっと柔らかい風合いを出すために編み機でジャ
ガード組織を表現しました。

知っ得！

※表示価格は消費税を含みません。 ※サイズ表記は若干異なる場合があります。
※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。
※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#38 モスグリーン

#39 キャメル

ポリエステル100%  
パイル長10/6mm

JV-402
code NO.117-90369

140×200cm  ¥39,000

ジャガードボア中国製

MO-601　フラッグ

やわらかいタッチ感で遊び毛の出にくいミニシャギーラグ。
光沢感が上品さをプラスしたモダンなデザインです。

#40 フラッグ

ふわっとサラサラ。
シンプルで使いやすい
現代の定番、タフテッドラグ

シャギーラグ

ボリュームがあるのにさらっとしてい
るのは、太い糸と細い糸を組み合わ
せているから。シンプルなデザインは
飽きがこないので、どんなシーンにも
合わせていただけます。シンプルなの
に今っぽい、男女問わずお選びいた
だけます。

　　　　　シャギーラグとは？
毛足30～50mm程度のカットパイルで、ふわふわした手触りが特長的な
ラグです。ミニシャギーとは、毛足30mm以下のやや高密度にしたラグの
ことで、肌触りのいい風合いが楽しめます。

知っ得！

タフテッド

ポリエステル100%  
パイル長25mm

MO-601
code NO.117-96618

130×190cm  ¥35,000

中国製

大胆な幾何柄に凹凸をつけて表現。レ卜ロモダンな空間に。
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こだわりのデザインと清潔感で、
新しいインテリアに。
家具を傷めず、汚れが落ちやすく、

お手入れが簡単なダイニングラグ。

また、キッチンマットや

玄関マットも空間の印象を

スタイリッシュに変えられます。

Dining Rug
→P37

Entrance Mat
→P42

Kitchen Mat
→P41

DINING RUG & 
MAT
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ダイニングテーブルに合わせて、ラグも大きくなりました。
ご存知ですか？最近のライフスタイルの変化により、ダイニングテーブルの
サイズが大きくなっています。これからは、家具に合わせてラグも選びたいですね。

▲新ラグサイズ：190×240cm
▲新ラグサイズ：240×250cm

イスの引き幅はテーブルの端から約
80㎝確保が理想。新サイズはたっぷ
り余裕があり、イスを引いても、引き
擦りによる床の損傷もありません。

テーブルの幅サイズが大きくなったこと
で、今までのラグの幅サイズでは、10㎝程
しか余裕がなく、窮屈。プラス20㎝を確保
し、余裕が生まれました。

80cm

40cm

◀一般的ラグサイズ：220×250cm

最近のテーブルサイズ：W200×D90cm

旧テーブルサイズ：W180×D85cm

6人掛けテーブル 20cm

横幅
＋20cm

◀一般的ラグサイズ：170×220cm

25cm
80cm

40cm

4人掛けテーブル

20cm

面積比
120%

#2 ベージュ #9 グレー

汚れを心配せずに楽しくお食事頂ける、今までにない
撥水・撥油加工のラグです。

ハイコート　ベージュ

Dining Rug

ナイロン100%
パイル長5/3mm

HI COAT
code NO.132-48359

190×240cm  ¥41,000
240×250cm  ¥57,000

ハイコート

タフテッド日本製

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。

水や油だけでなく、お湯まで
強力にはじく撥水・撥油加工。
ダイニングにおすすめです。

 水をはじく機能

強力な撥水・撥油機能を、繊維にしっ
かりコーティング加工しているので、
液体が繊維にしみ込みにくく、玉のよ
うにキープします。食べ物や飲み物を
こぼしても、すぐに拭き取れば、汚れ
がキレイに取れるので安心です。

水をはじく！  

油もはじく！  

ラグが、汚れをはじく

傘になりました！

リキッドプルーフ

（詳細はP56参照）
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ダイニングこそ、ラグを敷いて欲しい空間です。
ダイニングラグを敷くことで家具を傷めず、食べこぼしによる汚れも、さっと拭ける
メンテナンス性のよい仕様になっています。汚れても目立ちにくいデザインとカラーを取り揃えました。

ウェーブ柄をシンプルかつ
複雑に構成した
深みのあるデザインです。

#8 ブラウン

#10 ブラック

ウーリーウェーブ　ブラック

ポリプロピレン100%
パイル長7/3mm

WOOLLY WAVE
code NO.133-79810

170×220cm  ¥24,000
220×250cm  ¥36,000

ウーリーウェーブ

タフテッド日本製

はっ水
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#8 ブラウン #9 グレージュ

クロスツイード　グレージュ

ポリ塩化ビニル70％ ポリエステル30%
（ヘム生地：ポリエステル80％ 綿20％）

CLOTH TWEED
code NO.117-95263

170×220cm  ¥39,000
220×250cm  ¥57,000

クロスツイード

平織中国製滑り止め

ツイードの生地をイメージした
深みのあるミックス感を表現した平織りです。
汚れが目立ちにくく、汚れてもさっと拭けるメンテナンス性の
よいダイニングラグです。

※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。　※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 39
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同じデザインがいいね、ダイニングとキッチン。
料理をするところと、食べるところ。
お部屋がつながっているのに、どうして今までお揃いがなかったの。
そんな声にお応えして、ラグとマットをペアデザインにしました。

Dining Rug ＋ Kitchen Mat

#10 ブラック #9 グレー

マルチストライプ　ブラック

マルチストライプ　ブラック

#10 ブラック #9 グレー

マルチストライプ

ポリプロピレン85% 
ナイロン15% 
パイル長5.5/3.5mm

MULTI STRIPE
code NO.134-66321

55×120cm  ¥5,100
55×180cm  ¥8,600
55×240cm  ¥10,300
170×220cm  ¥35,000
220×250cm  ¥54,000

タフテッド日本製 はっ水

ダイニングとキッチンスペースはひとつの空間であることが多く、
広い面積を占めるダイニングラグと今まで無かったお揃いのキッチンマットのデザインで、空間の統一感が生まれます。
また、すべり止めの機能性もしっかり。繊細でランダムなストライプとシックなカラーリングが上質感を演出します。

6
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※表示価格は消費税を含みません。  ※サイズ表記は若干異なる場合があります。

Kitchen Mat

#2 ベージュ

#6 チャコール

#8 ブラウン

#4 グリーン

#3 ブルーグリーン

#38 ブラウンオレンジ

60×180cm、60×240cmは、
ベージュ・ブラウン・グリーン限定のサイズです。

毎日使いやすいナチュラルカラーの
キッチンマットです。

優れた耐久性・復元性
ヒートセットヤーンですので耐久性に優れ、パイ
ルのへたりも非常に少なく、洗濯・乾燥をすれば
パイルが元どおりに戻ります。

天然素材ライクなタッチ
細デニール加工糸なので、ソフトタッチで天然素
材のようなタッチ感を持っています。

遊び毛はほとんど出ません
フィラメントですので遊び毛がほどんど出ませ
ん。洗濯時にも綿ボコリがほとんど出ません。

優れた吸水性
吸水力はアクリルの1.5倍以上。吸水速度は綿よ
りはるかに優れています。

抜群の速乾性
速乾性に優れており、遠心脱水しただけの状態
でも、パイルはほとんど乾きます。

#1 アイボリー

#3 ブルー

#2 ベージュ

#4 イエロー

プロウォッシュは数々の優れた特長を持つプロ仕様のマットです。

PRO -ウォッシュⅡ

タフテッド日本製

ポリエステル(コスモトロン)100%
パイル長9/6mm

PRO-WASHⅡ
code NO.133-63514

60×90cm  ¥25,000

吸  水 速  乾 滑り止め

ソリッディー

ポリエステル（スミトロン®）100%
パイル長10mm

SOLIDY
code NO.131-26512

45×60cm    ¥2,200
45×120cm    ¥3,900
45×180cm    ¥5,600
45×240cm    ¥7,400
45×270cm    ¥8,200
60×180cm    ¥9,000
60×240cm  ¥11,000

タフテッド日本製

吸  水

バスク

ポリエステル100%
パイル長10mm

VASKE
code NO.131-35872

45×60cm    ¥2,300
45×120cm    ¥4,100
45×180cm    ¥5,900
45×240cm    ¥7,800
45×270cm    ¥8,700

タフテッド日本製吸  水

#4 グリーン

#3 ブルー

#18 ピンク

#38 Dブルー

バスク　ピンク

インテリアのアクセントになる大柄のストライプ柄をご用意。
インパクトがありながら、使いやすいシンプルなデザインです。洗濯機で丸洗いOK！汚れても安心です。
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Entrance Mat
玄関マットから、おもてなしが始まります。
玄関は、第一印象を決める大事な空間。素敵なデザインでお出迎えしましょう。
ホコリも吸着でき、玄関を清潔に保つこともできます。豊富なバリエーションをご用意していますので、
お住まいのスタイルに合ったものが選べます。

織物ならではの少し起毛した
シェニール糸の優しい肌触りと、
手書きデザインの風合いを表現した
暖かみのあるファブリックマット。

#9 グレー #3 ブルー #38 オリーブ

#4 グリーン

FPM-102　グリーン

（経糸）ポリエステル100%
（緯糸）アクリル75% ポリエステル15%

FPM-101
code NO.117-42488

50×80cm  ¥5,000

         綿5% その他5% 

FPM-103
code NO.117-42518

50×80cm  ¥5,000
（経糸）ポリエステル100%
（緯糸）アクリル75% ポリエステル15%
         綿5% その他5% 

FPM-102
code NO.117-42496

50×80cm  ¥5,000
（経糸）ポリエステル100%
（緯糸）アクリル75% ポリエステル15%
         綿5% その他5% 

（経糸）ポリエステル100%
（緯糸）アクリル75% ポリエステル15%
         綿5% その他5% 

FPM-104
code NO.117-42526

50×80cm  ¥5,000

滑り止め 平織中国製 滑り止め 平織中国製 滑り止め 平織中国製

滑り止め 平織中国製

植物をイメージした
メダリオンデザインです。

植物をイメージしたモチーフが連続する
民族調のデザインです。

北欧・エスニックをイメージしたモチーフを
コラージュしたデザインです。

ヨーロッパのタイルをイメージしたエレガンスと
カジュアルを併せ持つデザインです。
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#2 ベージュ

#9 Lグレー

#9 グレー

#6 チャコール

ヨーロッパの建築や織物のクラシカルなテイストをモダンに表現。
伝統を感じさせるそのデザインと柄は、格式高い印象を与え、
女性だけでなく男性にも好感を持たれます。
細番手のウールと光沢糸を使用し、高密度で長持ち。
トーンをまとめたカラーリングが深みと素材感を増し、
洗練されたエレガンスモダンに。

mila  s chon   M a t  C o l l e c t i o n

MSM-3003　グレー

フック日本製

ウール55% ナイロン45%
パイル長10mm

MSM-3001
code NO.143-42510

45×75cm  ¥10,900
55×85cm  ¥15,300

滑り止め

フック日本製

ウール50% レーヨン50%
パイル長10/8mm

MSM-3003
code NO.143-42537

45×75cm  ¥11,400
55×85cm  ¥15,700

滑り止め

シンプルであること、
時代を経ても変わらないエレガンス。

この哲学に忠実なデザインをつくり続けてきた
マダムミラ・ショーン。
1958年、41歳でアトリエをオープン。ムダなものを削ぎ落とし、
引き算の論理で美しいスタイルとシルエットを
残していくデザインで、次々と顧客の心をつかんでいく。
ミラ・ショーンが生み出した究極の清らかさ、
そして、その完璧さは永遠に時代を超えてモダンであり続ける。

※表示価格は消費税を含みません。 ※サイズ表記は若干異なる場合があります。 
※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。  
※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 43
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手織りラグをグラフィカルに
表現したマットです。

柔らかい風合いと、個性的なアー
ガイル柄が新鮮な空間へ導きます。

ゆったりとしたリーフデザインが
癒しの空間を演出します。

ビー玉のような透明感をイメージ
したモダンデザイン。色の重なりが
美しく、玄関を彩ります。

モダンカラーのブロックデザインが
玄関を彩ります。

優しいフォルムと、ポイント
カラーがおしゃれなマットです。

#4 グリーン

#2 ベージュ

#12 イエロー

#19 パープル

#18 ピンク

#8 ブラウン

フック日本製

ナイロン（ソフティナ）100%
パイル長15mm

OPM-105
code NO.143-40739

50×80cm  ¥10,300
70×120cm ¥21,800

滑り止め        

ナイロン（ソフティナ）100%
パイル長13/9.5mm

フック日本製

滑り止め        

OPM-106
code NO.143-44351

50×80cm  ¥10,600
70×120cm  ¥22,900

#38 マルチ

#39 ネイビー

#1 アイボリー

滑り止め        ジャガードボア中国製

ポリエステル100%
パイル長10/6mm

SCM-201
code NO.117-99242

55×85cm  ¥5,400

フック日本製

アクリル100%
パイル長15/10mm

TAM-108
code NO.143-33015

50×80cm  ¥6,000

滑り止め

滑り止め        ジャガードボア中国製

ポリエステル100%
パイル長10/6mm

SCM-102
code NO.117-96596

45×75cm  ¥3,900
55×85cm  ¥5,400

OPM-106　ブラウン

アクリル100%
パイル長15mm

TAM-601
code NO.143-47814

50×80cm    ¥7,900

#38 マスタード

リボンが重なりあう様子をイメージ
したカジュアルデザイン。柔らかな
カラーが美しいマットです。

#18 ピンク

アクリル100%
パイル長15mm

TAM-602
code NO.143-47822

50×80cm    ¥7,900

#38 マスタード

フック日本製滑り止め フック日本製滑り止め
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※表示価格は消費税を含みません。 ※サイズ表記は若干異なる場合があります。 ※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります ※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#9 グレー

#8 ブラウン#16 レッド

#4 グリーン

#40 Ｇフラッグ#2 ベージュ

#9 グレー
#8 ブラウン

#1 アイボリー

#16 レッド

#38 モスグリーン

#2 ベージュ

北欧フォークロアスタイルの
マットです。

大胆な幾何柄の
レトロモダンなデザインです。

手織りラグをイメージした
ナチュラルモダンなマット

しっとりした、艶のある風合い。
さわり心地の優れた
マットです。

素材とテクスチャーにこだわった、
シンプルで飽きのこない
マットです。

ポイントカラーが綺麗で、
ベーシックにも使いやすい
高密度マットです。

柔らかいタッチと、ボリューム
感が癒しを与えてくれます。

滑り止め        ジャガードボア中国製

ポリエステル100%
パイル長10/6mm

JVM-402
code NO.117-90393

45×75cm  ¥4,900
55×85cm  ¥6,800

滑り止め        ジャガードボア中国製

ポリエステル100%
パイル長10/6mm

JVM-401
code NO.117-90385

45×75cm  ¥4,900
55×85cm  ¥6,800

滑り止め        ジャガードボア中国製

ポリエステル100%
パイル長15mm

JVM-601
code NO.117-99234

45×75cm  ¥4,500
55×85cm  ¥6,400

タフテッド滑り止め        中国製

ポリエステル100%
パイル長25mm

MOM-601
code NO.117-96626

45×75cm  ¥4,000
55×85cm  ¥5,700

アクリル８５%  レーヨン1５%
パイル長15/10/8mm

JVM-701
code NO.143-47830

50×80cm  ¥9,700

#1 アイボリー

素材感のあるループラインとカット
の組み合わせはシンプルでありな
がら、愛着の湧くデザインです。

アクリル60%  レーヨン2５%
リネン1５%  
パイル長24/10mm

JVM-702
code NO.143-47849

50×80cm  ¥10,000

タフテッドインド製

レーヨン100%
パイル長４mm

ELM-203
code NO.131-33209

50×80cm  ¥9,400

滑り止め タフテッドインド製

レーヨン100%
パイル長４mm

ELM-204
code NO.131-33217

50×80cm  ¥9,400

滑り止め

#46 Bフラッグ

フック日本製滑り止め

フック日本製滑り止め
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※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ※手織りで作られているため、一点ごとに柄の入り方などが多少異なる場合があります。

ギャベモチーフを活かしたシックな印象のデザイン。
チェアパッドから大型マットまで4サイズ展開ですので、玄関だけでなくリビングにもお使いいただけます。
なめらかな肌触りでチクチク感がなく、遊び毛も少ない商品です。

手織りインド製

レーヨン70%　綿15%　
ポリエステル15%
パイル長10mm

NOM-101
code NO.146-16734

40×40cm  ¥7,000
45×75cm  ¥14,700
60×90cm  ¥23,700
70×120cm ¥36,800

#8 ブラウン

　　　　　ギャベとは？
イラン、ザクロス山脈を遊牧するカシュガイ族が織る伝統的な敷き物の略称です。
素朴なデザインで人間味あふれたこの絨毯は、今では世界中に市場が拡大しています。
母から子へ、またその子へと受け継がれた伝統あるデザイン、その図柄にはすべて意味があります。
「羊」は経済的な豊かさを表し、「生命の木」は長寿や健康を願うモチーフです。

知っ得！

70×120cm #1 アイボリー

60×90cm

45×75cm
40×40cm

70×120cm

60×90cm

45×75cm
40×40cm

NOM-101　アイボリー

46

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



#42 ADZ

#45 WIN

#46 BLU

#44 MAR

#43 PAR

2010年度 グッドデザイン賞受賞しました。

のこり染とは！？
食品をつくる課程ででる食べ物の材料の「のこり」。「のこり染」は、
それを原料としたエコロジ一な染色方法です。洋服など身近にあ
る多くの生地の染色には、大量の水とエネルギー、化学染料が使
われています。こうした消費を少しでも減らそうと、本来捨てるもの
を染料として再利用し、また私たちが日頃口にしている食べ物から
でる安心な材料を活用した染色方法が生まれました。「のこり染」
は野菜ジュースを搾ったあとのパセリや、白あんを作った後の小豆
の皮など、すべて私たちの身近にある食品から抽出されています。
すべて国産の食品から抽出されており、自然の豊かな深みと柔ら
かい色味は、どこか懐かしく落ち着く色ばかりです。

できあがった商品
モノ作りをする限り、自然環境に負荷をかけないわけにはいきませ
ん。スミノエは、カーぺットメーカーとしてできることは何なのか、
模索していくなかで「のこり染」に出会い、そのエコロジーな染色
方法に賛同し、のこり染にてマットを作りました。のこり染のコンセ
プ卜を大切に、長く愛用していただける商品づくりを目指しました。
マットの素材は、丈夫なウールと、優しい手触りの植物性繊維のテ
ンセルを選びました。同じ染め方でも動物性と植物性の糸では色
味が大きく異なります。それぞれの素材を組み合わせて、自然の色
の豊かさを活かしたシンプルなデザインに仕上げました。「使い切
る生活から、繰り返し使う生活へ」その想いをこめて国内指定工場
にて1点1点丁寧につくりあげています。

　　ワイン
長野塩尻産メルローワインとして発酵させた後のブドウで染められた色味
です。メルローならではの上品で落ち着いたパープルの発色が特長です。

　　  あずき
老舗和菓子店よりゆずり受けた国産小豆の皮で染められた色味
です。小豆ならではの深みと、やさしい発色が特長です。

　　  パセリ
野菜ジュースをしぼった後のパセリで染められた色味です。パセリ
独自のグリーンの発色が特長です。

       　く り
老舗粟菓子店よりゆずり受けた粟の鬼皮で染められた色味です。
鬼皮独自の深みのある発色が特長です。

　　 ブルーべリー
果汁をしぼった後のブルーべリーで染められています。軽井沢近
郊で採れたこだわりのブルーべリーならではの深いブルーの発色
が特長です。

大切につくられたマットに想いを込め、
使い捨てではないオリジナルのバックにいれてお届けします。

※表示価格は消費税を含みません。 ※サイズ表記は若干異なる場合があります。 ※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。※色の変退色防止の為、必要最低限の薬品染料を使用しています。 

アズキ

ウール95% 再生繊維（リヨセル）5%  
パイル長28/8mm

azuki
code NO.143-14800

50×80cm  ¥8,000

フック日本製

ブルーベリー

ウール90% 再生繊維（リヨセル）10%  
パイル長28/8mm

blueberry
code NO.143-14843

50×50cm  ¥5,000

フック日本製

ブドウ

ウール75% 再生繊維（リヨセル）25%  
パイル長28/8mm

budou
code NO.143-14835

50×80cm  ¥8,000

フック日本製

クリ

ウール75% 再生繊維（リヨセル）25%  
パイル長28/8mm

curi
code NO.143-14827

50×80cm  ¥8,000

フック日本製

パセリ

ウール50% 再生繊維（リヨセル）50%  
パイル長28/8mm

paseri
code NO.143-14819

50×80cm  ¥8,000

フック日本製

47

DINING RUG & MAT

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



カーペットは3000年もの昔、現在のイランあたり

に発祥し世界に普及しました。スミノエはベルギー

から、魅力的なカーペットをセレクト。

デザイン性にこだわったモダンテイストと、良いものを長くお使い

いただけるクラシックテイスト。ウィルトン織の繊細で絶妙な色調と、

素材ひとつひとつの表情が非常に豊かなカーペットで、ワンランク上の空間へと誘います。

WORLD CARPET
COLLECTION

●ベルギー

●トルコ

●イラン

●パキスタン

ブルガリアブルガリア●

ウィルトンカーペットで、新しい世界を満喫。
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ウィルトンカーペットとは？
手織りじゅうたんの風合を機械織りで再現
したカーペット。
18世紀中期、イギリスのウィルトン市で初め
て作られ、機械織りでは最高級です。2～5
色程度の糸と糸を交錯させて織ったカー
ペットで、風合いがよく高級感があり、非常
に高い織密度が特長です。

知っ得！
ノット数とは？
カーペットの品質を確かめる判断基準として良く使われるの
が、ノット数です。ノット数というのは簡単に言えば織密度の
ことであり、数値が高いほどたくさんの糸が打ち込まれていて
高級品と言えるわけです。ただ、ノット密度は実際的にはカー
ペットの品質を直接決める要因ではありません。良質な繊維
が使用される場合、より良い品質のカーペットが作られるた
め、必ずしも高いノット密度を保持する必要はありません。

デザート48112　ブルーグレー

人気のモダン柄、ベルギー製ウィ
ルトンラグがお部屋を格調高く演
出。また、両端に気品あるひも状の
飾り（フリンジ）が付いています。

※表示価格は消費税を含みません。　
※サイズ表記は若干異なる場合があります。　※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#3 ブルーグレー フリンジ付

フリンジ付#12 イエロー

135×200cm    ¥53,000
160×230cm    ¥72,000
200×250cm    ¥98,000
200×290cm    ¥113,000

DESERT 
48114

デザート

ポリプロピレン70%
ポリエステル30%　
ノット数192,500/㎡

パイル長4.5mm

code NO.117-49768

ウィルトンベルギー製

135×200cm    ¥53,000
160×230cm    ¥72,000
200×250cm    ¥98,000

DESERT 
48112

デザート

ポリプロピレン70%
ポリエステル30%　
ノット数192,500/㎡

パイル長4.5mm

code NO.117-49741

ウィルトンベルギー製

200×290cm    ¥113,000

どんな部屋にも合わせ
やすい、デザイン性に
こだわったモダンスタイル。

モダン

WORLD CARPET
COLLECTION
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#2 ベージュ

#16 レッド

#4 グリーン

繊細な柄表現でありながら、
シンプルなモチーフ構成なので
飽きのこないデザインです。

160×230cm  ¥78,000
200×250cm  ¥109,000
200×290cm  ¥127,000
240×330cm  ¥173,000

NOBILITY 6598
ノビリティ

ポリプロピレン90%　レーヨン10%
ノット数475,000/㎡
パイル長10.5mm

code NO.117-46041

ウィルトンベルギー製ヒートセット

高級感あるお部屋を
グレードアップする
クラシックスタイル。

クラシック

最高級のウィルトン織ならではの
繊細で豪華なデザインが特長で
す。格調高く演出するならこちらが
おすすめ。
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#2 ベージュ #8 ブラウン

#1 アイボリー

#2 ベージュ #16 レッド

#2 ベージュ

クラシックなデザインと、
落ち着きのあるカラーリングが
お部屋をより上質な空間へ彩ります。

緻密で柄表現の豊かなクラシック
モチーフを幾何学的にレイアウト。
多種類のモチーフが使用されており、
密度感のあるデザインが特長です。

落ち着きのあるカラーと
飽きのこないデザイン。
空間を選ぶことなくお使い頂けます。

160×230cm  ¥290,000
200×250cm  ¥394,000
200×300cm  ¥473,000
250×250cm  ¥493,000
250×350cm  ¥690,000

DIAMOND7228
ダイヤモンド

ウール100%　ノット数604,800/㎡
パイル長10mm

code NO.N117-12031

ウィルトンベルギー製

160×230cm  ¥290,000
200×250cm  ¥394,000
200×300cm  ¥473,000
250×250cm  ¥493,000
250×350cm  ¥690,000

DIAMOND7238
ダイヤモンド

ウール100%　ノット数604,800/㎡
パイル長10mm

code NO.N117-12260

ウィルトンベルギー製

160×230cm  ¥78,000
200×250cm  ¥109,000
200×290cm  ¥127,000
240×330cm  ¥173,000

NOBILITY 6530
ノビリティ

ポリプロピレン90%　レーヨン10%　
ノット数475,000/㎡
パイル長10.5mm

code NO.117-46033

ウィルトンベルギー製ヒートセット

※表示価格は消費税を含みません。　※サイズ表記は若干異なる場合があります。　※ウールやアクリルなどの紡績糸を使用した商品は繊維の特性上、多少遊び毛のでることがあります。
※輸入品については、在庫が切れる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 51
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H O W  T O  B E S T

お部屋ごとのラグの使い方

家族があつまる居間には、心休まるく

つろぎ感を。テイストにあった色柄の

ラグを敷くことで、空間を美しく演出

する効果があります。フロアスタイル

なのか、ソファスタイルなのかによっ

て、タッチ感やテクスチャーをお選び

ください。

ダイニングチェアの音や床のキズを

防止します。遊び毛が少なく汚れにく

い丈夫な素材であまり凹凸がないタ

イプがお勧めです。家具のサイズに

合ったものをお選びください。

ラグを敷くことで、足元の冷えをやわ

らげ、吸音性にすぐれているので、部

屋を静かにする効果があります。ホ

コリを舞い上げず吸着するラグは寝

室にぴったり。安眠を考えたリラック

スできる色柄をお選びください。

子供がはしゃいでも大丈夫な防音の

役割や、床のキズや汚れを防止しま

す。また健康を考えて、遊び毛の出に

くい素材選びも重要です。

L i v i n g  r o o m D i n i n g  r o o m B e d  r o o m K i d s  r o o m

ゆったり250×350cmのラグサイズで
ゾーニング

220×250cmサイズで
6人掛け

フローリングを傷めない
170×220cmの4人掛けサイズ

ベッドサイドに
150×150cm

ラグのやさしい役割
1. 断熱・保温効果のあるラグは冬の暖房はもちろん、夏の冷房効果も高まるので省エネです。
2. 万一転んでも衝撃を和らげ、舞い上がるホコリもダストポケット効果でお部屋の空気をきれいに保ちます。　
3. フローリングに比べ、歩いた振動を抑えたり足を疲れにくくさせる効果があります。

１人でDVD を見るパーソナルなスペースから、ご家族が集まる広いリビングスペースまで、
いろいろなソファとラグのレイアウトで機能的でかつ快適なスペースが生まれます。お気に入りのソファと、円形なども含めた、
多様なラグサイズのベストな組合せで様々なインテリアライフをお楽しみください。

　

家具との間に丁度良い
100×140cm

。。。。

■140cm×200cm ■200cm×200cm■100cm×140cm

■200cm×300cm
　

■240cm×330cm
　

■200cm×250cm

■150cm×150cm
　（正円）

■200cm×200cm
　（正円）

■140cm×200cm
　（正楕円）

250×250cmのラグサイズで
ソファ回りをしっかりカバー

140×200cmのラグサイズで
ソファスタイル

ダイニングテーブル
4人掛け　150cm（幅）

ダイニングテーブル
6人掛け　180cm（幅）

二人掛けソファ
140cm（幅）×75cm（奥行）

三人掛けソファ
180cm（幅）×75cm（奥行）

ローテーブル
120cm（幅）×60cm（奥行）

テレビラック
140cm（幅）×45cm（奥行）

RUG  W I TH  SO FA   ソファに似合うラグを選ぶ

RUG  I N  ROOM   空間に合ったラグを選ぶ。
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日本防炎協会の防炎性能試験に合
格した防炎製品です。消防法により
公共の建物と同様、11階または
31m以上の高層階の一般居住者
にも内装材に防炎製品を使用する
ことが義務付けられています。

防炎
繊維上に固定化されている抗ウイ
ルス機能成分にウイルスが接触し、
特定のウイルスの数を減少させま
す。ペットの菌※や黒カビはもちろ
ん、室内干しのニオイの原因菌へ
の効果も確認しています。
※犬などの動物の皮膚、耳などに常在するペッ
ト菌の一つであるマラセチア菌

クレンゼⓇEX

インテリアファブリックス性能評価
協議会が定めた自主基準による
VOC（ホルムアルデヒド）放散の等
級区分を表示した統一マーク。
FIF☆☆☆☆は放散速度5μｇ/m2h
以下の最上位の性能です。

FIF☆☆☆☆F ☆☆☆☆IF

フローリングなどの床材上で使用し
ていただいた場合でもラグが滑り
にくい加工を施した製品です。

滑り止め滑り止め

耐熱加工をし、ホットカーペットや床
暖房の熱に強い製品です。カバーと
してご使用になる際は、ホットカー
ペット、床暖房メーカーの取扱い説
明書に従ってください。

ホットカーペット・床暖対応

フィラメント（長繊維）を使用してい
るので、遊び毛や抜け毛、毛玉の発
生が非常に少ない製品です。

遊び毛防止

柄の輪郭線をはっきりさせるため、
柄の輪郭にそってカーペットの毛を
刈り込んだ製品です。

カービング加工

F U N C T I O N  & S P E C I A L  Q U A L I T Y
主な機能性・特性について

ダニのフンや死骸さらにスギ花粉
アレルゲンを吸着することで、安心・
快適・クリーンな室内環境を作りま
す。

アレルブロックⓇ

ケミフリーは化学物質の放散量を
抑えた安心のカーペットです。ケミ
フリーカーペットの基準は厚生労働
省室内濃度指針値の10分の1以
下を実現しています。

ケミフリーⓇ

カーペットに肌自身のpH値である
弱酸性にコントロールする、新素材
のレーヨン「パラモス®」を採用。保
湿・消臭性も優れています。

pHコントロール

pH コントロール

強力な撥水・撥油機能を、繊維に
しっかりコーティング加工している
ので、液体が繊維にしみ込みにく
く、玉のようにキープします。食べ
物や飲み物をこぼしても、すぐに拭
き取れば、汚れがキレイに取れるの
で安心です。耐久性に優れ、効果が
変わらず長続きします。

リキッドプルーフ

カラダからでる水分を吸湿して、繊
維自体が発熱する保温素材｢エク
ス®｣を使用。繊維を肌と同じ弱酸性
に保つpHコントロール機能が、汗
などのアルカリ成分から肌を優しく
守ります。他の繊維に比べて、消臭
性や抗菌・防臭効果も強く、安心し
てご使用いただけます。

エクスⓇ

住江織物が開発したインテリア専
用のポリエステルフィラメント「スミ
トロン®」を使用した製品。タッチ感
に優れ、地球環境にやさしいエコロ
ジーな繊維です。

スミトロンⓇスタイル

ソフティナ®は耐久性・防炎性・防汚
性に加え、ソフトな風合いとボリュー
ム感に優れたインテリア用のナイロ
ン糸です。遊び毛や毛玉が非常に出
にくいフィラメント（長繊維）です。

ソフティナⓇ

肌にやさしい、清潔で安全性の高い
医療用資材を使用した裏材に、フ
ローリングなどの上ですべりにく
い、滑り止め加工をプラス。ダイワ
ボウとスミノエが共同で開発しまし
た。床暖房やホットカーペットカ
バーとしてもご使用いただけます。

メディカルストップⓇ

清潔で安全性の高い医療用資材を
使用し、水流のみで繊維を絡めてい
るので衛生的です。肌や床面、環境
にも優しいカーペット裏材です。

メディカルシート

メディカルストップ®に室内の騒音
を遮音する防音機能をプラス。清潔
で安心・快適な裏材です。

メディカルサイレンス

業界NO.1※の極細ナイロン糸を使
用。従来のナイロン製品の丈夫な特
性を持ちながら、やわらかい手触りが
長く続く、心地よさです。さらさらタッ
チなので、掃除機がかけやすいです。
※日本国内の住宅用カーペットにおけるナイロ
ン糸の細さを比較。2017年6月現在（当社調べ）

フィーラ

ハニカムフィット
グリップ力の優れたタイヤ跡のハニ
カムデザインがフローリングとしっ
かりフィット。ズレや滑りに強い機能
性とデザインを兼ねた、新しい滑り
止めです。

ダニが嫌がる成分を用いダニを寄
せつけず追い出す忌避効果があり
ます。「インテリアファブリックス性
能評価協議会」の基準をクリアした
防ダニ加工です。

防ダニ加工

カラダから蒸発する水分を吸収す
ることで熱を発生させる吸湿発熱
加工を、カーペット表面と基布面に
ダブルで施しています。触っている
ところから、じんわり温かくなる温
感機能です。

ウォームエコⓇダブル発熱

簡単にたためる構造なので、ボ
リュームがありながら汚れたら素早
く洗濯機で丸ごと洗えます。カー
ペット表面が外側になるようにたた
めるので、汚れが落ちやすく、風合
いも損ないません。また、水抜けも
よく、洗濯機から軽く取り出せます。

たたんでWASH!

ホット＆クール
熱しやすく、冷めやすいメタル素材
を基布に使用しているので、冷房を
入れた夏場は保冷効果を高めま
す。逆に、冬はホットカーペットや床
暖房の上に敷くだけで保温効果を
高めます。年中快適に使えて省エネ
です。

トリプルフレッシュⓇⅡ
ペット臭やタバコ・生活臭、家具な
どから発生するホルムアルデヒド
を、水やCO2など無害な成分に吸
着・分解。

室内の騒音を遮音する効果に優れ
た製品。JISの基準により△LL（Ⅰ）- 
6（旧呼称LL-35）は床衝撃音低減
性能等級をあらわし階下に音が響
くのを和らげる優れた性能であるこ
とを示しています。

防音（床衝撃音低減性能等級）6

8
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特定の
ウイルス数を減少※1

歯学博士が開発した、
「抗菌・抗ウイルス成分」。
繊維上のペットの菌※2や黒カビの
発育を抑制。

保温&保冷
蓄熱素材採用で、
夏は涼しく、冬は温かい。
年中快適に使えて省エネ。

夏は冷房の涼感を逃さず、冬は温かさキープ。
熱しやすく、冷めやすいメタル素材を基布に使用しているので、冷
房を入れた夏場は、ラグの表面温度が最大マイナス1.3℃下がり、
保冷効果を高めます。逆に、冬はホットカーペットや床暖房の上に敷
くだけで保温効果を高めます。

快適なのに省エネにも貢献。
冬は、優れた保温性で冷めにくく快適です。また、消費電力を17％
低減できるので、電気代は217円/1ヶ月お得です。

※1【測定方法：（スミノエ法）（日本電機工業会のホットカーペット表面の温度測定方法を参考）①室温20℃、湿度65%の恒温恒湿室内で、ホットカーペット
本体の上にカーペットサンプルを置く。②カーペットの上に温度センサーを置き、その上に発泡スチロール、6.5cm×6.5cm×10cmの重りを置く。③ホッ
トカーペットのスイッチを入れ、90分間カーペット表面の温度を測定。
※2【測定方法】（スミノエ法）（日本電機工業会のホットカーペット表面の温度測定方法を参考） ①室温32℃、湿度65％に恒温恒湿室内を設定。 ②そこに
１帖のカーペットを敷き、カーペットの表面温度が一定になるまで置く。 ③カーペットの温度が一定になったら、室温を20℃に設定し、6時間カーペットの温
度変化を測定。
※3 【測定方法】温度20℃、湿度65%環境下で、1帖の5段階目盛りホットカーペット本体の電源を入れ、HOT＆COOL加工品の温度目盛りを3に、未加工
品は目盛り4に設定し、カーペット表面温度変化と消費電力を90分間測定。（カーペットの表面温度は34℃の場合）
※4  2帖サイズのホットカーペットを使用した１ヵ月の消費電力、電気代、省エネ効果を算出。使用条件：1日6時間使用。夜18～24時の連続運転を想定。
（◎１ヵ月は30日とする。）

高い抗ウイルス機能。
繊維上に固定化されている抗ウイルス機能成分にウイルスが接触し、特定のウイルスの数を減少させます。
環境や天候、光の影響を受けず、持続的に効果を発揮します。

ペットの菌※2や黒カビはもちろん、室内干しのニオイの原因菌への効果も確認。
ペットの皮膚や耳などの常在菌の一つであるマラセチア菌や汚れの原因でもある黒カビなどの発育を抑制※3。
また室内干し臭発生の原因の一つであるモラクセラ菌の増殖を抑制※4。さらに、特定ウイルスの数を減少させ
ます※1。小さなお子さまやご高齢者のいらっしゃるご家庭におすすめです。
●「クレンゼ®EX」は、広島大学大学院・二川浩樹教授が開発した口腔内の洗浄成分をベースにした固定化抗菌成分「Etak®（イータック®）」
を、繊維表面に強力に固定化する繊維加工技術です。

※1 繊維上の特定のウイルスの数を減少させます。　※2 犬などの動物の皮膚、耳などに常在するペット菌の一つであるマラセチア菌　
※3 繊維上の特定のカビの発育を抑制します。　※4 繊維上の特定の細菌の増殖を抑制します。 

素材の風合いを維持しながら高い耐久性と、抗菌・抗ウイルス機能の持続性を実現。
素材本来の風合いが重視される天然繊維を中心に、合成繊維との混紡素材においても、風合いの維持・洗
濯耐久性を実現しました。

未加工品

29

27

25

23

21

19

温
度（
℃
）

時間（分）

HOT&COOL

150

170

190

210

230

250

未加工品 HOT&COOL

消費電力
17.6%低減

●消費電力の比較※3

最大

温度低下
1.3

お得！

電気料金
217円※4

●メカニズム（イメージ）

1% 1%1%
未加工

試験機関：広島大学大学院
（綿100％布帛を使用した試験によるデータ）

●抗ウイルス性能／残存感染価比

●急性経口毒性試験（LD50値の比較）（クラボウ調べ）

クレンゼ加工
家庭洗濯50回

クレンゼ加工
未洗濯

100%

0%

●冷房使用時のホット＆クールの温度変化※2

急性経口毒性（LD50）
変異原性

皮膚一次刺激性
皮膚連続刺激性
皮膚感作性

ヒトバッチテスト

試験項目 結　果

2,000mg/kg以上
陰性
無刺激

無視できる程度
陰性
安全品

口腔衛生用抗菌剤を
ベースにしているの
で、高い安全性。
各種試験において極めて
高い安全性が確認されま
した。

●ホットカーペットの上に敷いたホット
　＆クールの温度変化※1

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

早い
温度上昇

未加工品

温
度（
℃
）

0 300270240210180150120906030

消
費
電
力

（Wh）

10　　　　15　　　　20　　　　25　　　　30　　　　35　　　　40　　　　45

試験方法：34℃に設定した熱板を試料の上に1分間のせた後、 サーモグラフィーにてカーペット表面の放熱画像を撮影した。
室内温湿度：20℃、30％ RH
使用機器：サーモビジョンCPA-7800（チノー社製）

●カーペット表面の温度比較

26

28℃

24

22
21℃25.6℃ 26.9℃

未加工品 HOT&COOL

HOT&COOL

過酸化水素
311
mg/kg

食 塩
2000
mg/kg

2000
mg/kg
以上以上

100%
99%減少

1.6% 7%
未加工

クラボウ調べ：抗菌試験より
（タイルカーペットを使用した試験によるデータ）

●クレンゼ®加工のシャンプークリーニング耐久性

クレンゼ加工
シャンプー

クリーニング10回

クレンゼ加工
シャンプー

クリーニング0回

100%

0%

100%
93%抑制

繊維上の特定のウイルスの数を 繊維上の特定の細菌の増殖を

洗濯後も高い耐久性と、
抗菌・抗ウイルス機能の持続性を実現

シャンプークリーニング10回後も
高い抗菌性を持続

カーペットカーペット
カーペットの繊維上に
固定化されている
「Etak®」にウイルスが
接触する。

細胞へのパイプ役
（触手や外皮膜など）
を破壊。

エンベロープが破壊

特定ウイルスの数を
減少させます。

カーペット

カーペットに
接触

●保温 & 保冷メカニズム（イメージ）

カーペットパイル部分
メタル素材

裏面不織布

ホットカーペット

冷房を入れた夏場は、表面温度が
早く下がるので涼しく使えます。

ホットカーペットや床暖房の温もりが、
すばやく伝わります。

冷熱

冬 夏

保温 保冷

※「CLEANSE®/クレンゼ®」は、クラボウの登録商標です。
※「Etak®」は、株式会社Campus Medicoの登録商標です。

時間（分）
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アレルゲンを吸着
ダニのフンや死骸、
さらにスギ花粉のアレルゲンを
吸着することで、
安心・快適・クリーンな
室内環境を作ります。

防ダニ加工
「インテリアファブリックス
性能評価協議会」の基準をクリアした
防ダニ加工。ダニを寄せつけない
忌避効果で、ダニの死骸での
アレルゲンの心配がありません。

パイル

アレルブロック

50

60

40

30

20

10

0

高い安全性
この薬剤は、直接肌に触れたり、口に入ったりしても大
丈夫。動物実験でも、良好な結果を確認しています。

洗濯・洗浄OK
洗濯しても高い抗アレルゲン機能を保持します。

未加工 アレルブロック®加工品
（布帛使用）

未加工 アレルブロック®加工品
（試験は基布を使用したものです）

スギ花粉
アレルゲンの働きを

80％以上
低 減

ダニ
アレルゲンの働きを

85％以上
低 減

ス
ギ
花
粉
ア
レ
ル
ゲ
ン
量（
ng/ml
）

ダ
ニ
ア
レ
ル
ゲ
ン
量（
ng/ml
）

●アレルブロック® 加工カーペット

●スギ花粉アレルゲン低減性能

●ダニアレルゲン低減性能

低減性能（アレルゲン濃度はELISA法によって測定） 

50

60

70

40

30

20

10

0

天然鉱物由来の無機系抗アレルゲン剤が
スギ花粉やダニのアレルゲンに作用。
掃除機では取れにくい、根元部分のアレルゲンを抑
えます。
※室内に浮遊している花粉には効果がありません。

ハウスダストの代表的なアレ
ルゲンであるスギなどの花粉
やダニ・犬・猫の毛やフケにつ
いて低減効果が明らかになり
ました。

陰　性 陰　性

無刺激性

陰　性 陰　性
※一般社団法人繊維評価技術協議会の抗菌防臭加工の
　安全性基準に準じています。

項 目

経口毒性（LD50）

変異原生（Amesテスト）

皮膚刺激性試験

皮膚感作性試験

SEK基準（参考）

2,000mg/kg 以上

無刺激性 or 弱刺激性

薬剤の安全データ

2,000mg/kg 以上

人が歩くことで舞い上がったアレルゲンは、空気の流れで、カーテン・カーペットの表面に付着しやすくなります。

とくにカーペットの根元部分は取れにくいもの。

スギ花粉は知らない間に室内に入り込み、ダニは死んでも、死骸や、フンなどのアレルゲンは残ります。

❸チリやホコリに吸着して室内に飛散

❷掃除機をかけても…

❶室内に存在するアレルゲン物質

●薬剤の安全性データ（SEKマーク基準）

信州大学繊維学部
木村睦 教授

●代表的な花粉飛散時期とダニ生息時期
1月 12月11月10月9月8月7月6月5月4月3月2月

スギ

ヒノキ

白樺

カモガヤ

ブタクサ

ダニ

イヌの毛やフケ

ネコの毛やフケ

専門家も低減効果を実証。
アレルゲン剤のスギ、ヒノキ、カモガヤ、ブタクサの各花粉アレルゲンのタンパク質量
低減を電気泳動法により確認しました。これにより、抗アレルゲン剤の植物性アレルゲ
ンに対する低減効果が明らかになりました。
※試験方法：SDS-PAGE電気泳動

ダニの忌避効果
ダニが嫌がる成分を用いダニを寄せつけず追い出す効果
があります。
※ダニを寄せつけない忌避性による「防ダニ加工」です。ダニを殺してしまう
タイプではありませんので、ダニの死骸がアレルゲンとなることが少なくなり
ました。

安全性
使用している薬剤は経口毒性、皮膚刺激などの厳密な試
験を繰り返して安全性の高いことが立証されています。

効果持続性
今までの加工に比べ効果の持続性に優れています。効果
の持続性については熱処理の加速テストで調査されて
います。

加工方法
裏加工剤にダニの忌避剤（ダニが嫌がり近づかない薬剤）
を加工しています。積極的にダニを殺す殺虫剤ではありま
せん。
※防ダニ効果をより高めるためには、日常のお掃除がとても大切です。

アレルゲン アレルゲンを
吸着

アレルブロック

アレルブロック

アレルブロック
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安全素材
ケミフリーは化学物質の
放散量を抑えた
安心のカーペット。
子どもたちのことを考えて、
ベビー服の安全基準で
つくりました。

水をはじく機能
水や油、お湯まで強力に
はじく撥水・撥油加工。

遊び毛が出にくい素材。
フィラメント（長繊維）を使用していますので、遊び毛
や抜け毛、またホコリや毛玉の発生が非常に少なく、
小さなお子さまにも安心です。

肌にも床にもやさしい裏材。
赤ちゃんのおしり拭きにも使用される、清潔で安全
性の高い医療用資材を裏材に使用しています。製造
の際、一切の接着剤を使用せず、水流のみで繊維を
絡めているので、衛生的で床面にも環境にもやさし
いカーペット裏材です。

耐久性のあるループパイル。
弾力のあるしっかりした風合を持つ、掃除のしやすい
清潔感のあるカーペットです。耐久性に優れた素材
であるポリプロピレンを使用していますので、汚れて
もゴシゴシ拭けます。

●厚生労働省の指針値等とスミノエケミフリー
　基準の比較

ケミフリーカーペットの基準は、厚生労働省 室内濃度指針値
の10 分の１以下を実現しています。また国際的評価機関の繊
維製品安全基準の乳幼児レベル、ホルムアルデヒドの放散に
対する基準であるＦIF☆☆☆☆を下回る基準です。

国際的評価機関
繊維製品安全基準

乳幼児レベル
化学物質の放散量が
厚生労働省基準

1/10 以下 ＦIF☆☆☆☆以下
インテリアファブリックス
性能評議会基準

強力な撥水・撥油加工で、汚れがキレイに
拭き取れ安心です。
強力な撥水・撥油機能を、繊維にしっかりコーティ
ング加工しているので、液体が繊維にしみ込みにく
く、玉のようにキープします。食べ物や飲み物をこ
ぼしても、すぐに拭き取れば、汚れがキレイに取れ
るので安心です。

耐久性に優れ、効果が変わらず長続きしま
す。
今までの加工と比べ効果の持続性に優れ、耐久性試
験では、20回洗濯後でも撥水性があることを確
認。拭き取っても効果が変わらず長続きします。

小さな子どもたちがのびのびと
元気に遊べる床環境を考えました

2008年の全国小児喘息の有症率は、6～7
歳で13.8％、幼稚園児での喘息有症率は
19.9％でした。全国一般住民における鼻アレ
ルギー症状を有する（花粉症を含む）頻度は
47.2％と判明しています。
(厚生労働科学研究赤澤班　2010報告書より）

＊6畳間に2帖サイズのカーペットを敷いた場合、換気回数を0.5回 /ｈとする。
＊＊クロルピリホス、ダイアノジン ( 防蟻剤 )、フェルカルブ ( 殺虫剤 )
の3物質については カーペット使用材料に含まれないことから除外。

ホルムアルデヒド ●

アセトアルデヒド

トルエン

キシレン

エチルベンゼン

スチレン

テトラデカン

フタル酸ジ-n-ブチル

フタル酸ジ-2-エチルヘキサン

ジクロロベンゼン

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

クロルピリホス

ダイアノジン

フェノカルブ

*

*

*

 ●行政機関、および第三者機関基準

国際的
評価機関
繊維製品
安全基準
（乳幼児用）

厚生労働省
濃度指針値
（μｇ/m3）

100

48

260

870

3800

220

330

220

120

240

1
（小児は0.1）

0.29

33

●

●

●

ＦIF☆☆☆☆
ホルムアルデヒド
の放散値
インテリア

ファブリックス性能
評議会の自主基準

日本の全人口の約2人に1人が
何らかのアレルギー疾患に悩まされており、
しかも近年急速に増加しています。
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力ラダから蒸発する水分を吸収することで熱を発
生させる吸湿発熱加工を、カーペット表面と基布
面にダブルで施しています。触っているところか
ら、じんわり温かくなる温感機能です。

●試験機関：ポーケン品質評価機構●試験方法：①試料
（20cm×20cm）を乾燥機において4時間処理しシリカゲル入りデシ
ケータ内で一晩放置する。②処理後の試料を中表に二つ折りし、その中
心に熱電対温度センサーを取り付け、さらに二つ折りにし、試験体とす
る。③恒温恒湿機を用いて試験体を20℃、40%RHの環境下で2時間
処理した後、恒温恒湿機の設定を20℃、90%RHに変化させたときの
温度変化を1分毎に60分間測定する。（表画測定）

パ
イ
ル

基布

❶パイル表面部に吸湿発熱加工

❷基布部に吸湿発熱素材

ダブル発熱

時間 ( 分）

23

22

21

20
0 10 20 30 40 50 60

未加工カーペット

●ウォームエコＷ発熱加工品と未加工品との温度比較

ウォームエコＷ発熱加工

温
度(

℃
）

Wの発熱加工
ダブルの吸湿発熱機能で、
触っているところから
じんわり温かくなります。

消臭加工
ペット臭やタバコ※1・生活臭、
ホルムアルデヒドを、水やCO2など
無害な成分に吸着・分解。

0 60 120 180 240

0

20

40

60

80

100
0 5 10 15 20

未加工カーペット 未加工カーペット

未加工カーペット
+スプレー型消臭剤 散布

未加工カーペット
+スプレー型消臭剤 散布

●硫化水素※3の消臭効果
（生活臭・ペット臭／生ゴミや糞尿 等に関係するニオイ）

●アセトアルデヒド※3の消臭効果
（タバコ臭の主要成分の1つ）

時間（分） 時間（分）

消
臭
率（
％
）

0

20

40

60

80

100

消
臭
率（
％
）

加工カーペット
加工カーペット100％

消臭
96.3%
消臭

※4

※4

Ⓡ

Ⓡ

タバコ臭・
生活臭
タバコ臭・
生活臭ペット臭 タバコ臭・
生活臭
タバコ臭・
生活臭

ホルム
アルデヒド

※1特にタバコをよく吸われるご家庭では、こまめなお掃除、クリーニングをしていただくことで、消臭効果が回復します　
※2市販品スプレー型消臭剤（A社）を使用
※3【測定方法】①200㎠にカットしたサンプルを入れたプラスチックバッグに500mLの悪臭ガスを注入 ②プラスチックバッグ内の悪臭ガスの濃
　　度変化をガス検知管で測定　
※4消臭剤スプレー量10g/㎡（Ａ社消臭剤 容器の側面取説より散布量設定）

意外！ カーペットが消臭のお手伝い。
ペット臭やタバコ※1・生活臭、家具などから発生するホルムアルデヒドを、水やCO2など無害な成分に吸着・分解。ニ
オイが気になってお掃除や換気に忙しいあなたを、カーペットが静かに、そっとお手伝い。電気を使わず、24時間く
り返しサイクル消臭します。

スプレー型消臭剤※2と比較し、約1.3倍も消臭効果が高いことが実証されました。
タバコ臭の主要成分のひとつアセトアルデヒドで約96％※3、ペット臭のひとつ硫化水素では100％※3消臭効果
を発揮。

 

カーペット

●試験方法：スミノエ法（自社試験） ●試験方法：スミノエ法（自社試験）
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繊維が吸湿発熱
水分を吸収して繊維自身が急速に
温度が上がる、吸湿発熱機能繊維。

●一般的なカーペットとの温度比較

●各種繊維のpH緩衝能力
かんしょう

●各種繊維の吸湿能力

0 5 10 15 20 25 30

23

22.5

22

21.5

21

20.5

20

表
面
温
度（
℃
）

時間（分）

使用カーペット

一般的なカーペット

カラダからでる水分を吸収して、繊維そのものが発熱。

●エクスのメカニズム（イメージ）

暖まりやすい

発熱

放湿

吸湿

床

試験方法：①試料（30cm×30cm）を乾燥機において80℃、4時間処理
し、シリカゲル入りのデシケータ内で一晩放置する。　②処理後の試料
を中表に二つ折りし、その中心に熱電対温度センサーを取り付け、試験
体とする。　③恒温恒湿機を用いて試験体を20℃、40%RHの環境下
で2時間処理した後、恒温恒湿機の設定を20℃、90%RHに変化させ
たときの温度変化を１分毎に30分間測定する。（表面を測定）

14

12

10

8

6

4

2

0
0 2 4 6 8 10 12 14

綿
浸
漬（
ph
）

PH測定：
0.1g/50ml

羊毛
木綿
アクリル

●
▲
□

●

水溶液（ph）

強力な吸湿性で暖かい。

お肌にやさしい弱酸性にコントロール。
繊維をお肌と同じ弱酸性に保つpHコントロール機
能が、汗などのアルカリ成分から肌を優しく守りま
す。他の繊維に比べて、消臭性や抗菌・防臭効果も
強く、安心してご使用いただけます。

繊維自身が吸湿発熱。

試験方法：5分間カーペット表面に手を置いた後にサーモグラフで
　　　　　表面温度を測定した。
室内温湿度：20℃、30％ RH
使用機器：サーモビジョンCPA-7800（チノー社製）

5分間カーペット表面に手を置いたあとに、どのくら
いカーペットの表面温度が上がるかを測定しました。

敷くだけで、発熱する繊維。
繊維そのものが吸湿発熱することで触ると暖かく感じる保温素材「エクス®」を使用したカーペットです。
カーペットの上に座った時、湿度を吸収して発熱する素材です。調湿に優れているためムレ感のない暖かさ
が魅力です。

●サーモグラフィー測定

一般的なカーペット 使用カーペット

10

20

（%）
30

エステル ナイロン 綿 絹 レーヨン

20℃・65℃RH条件での日本エクスラン工業（株）測定値

ウール

従来の一般繊維の最高吸湿性ライン

3.5 7.0
9.0

12.0

16.0

27.0

0.3

吸湿性は一目瞭然 !

pH をコントロール
カーペット表面を、肌自身のpHである
弱酸性に保ちます。

pH コントロール

お肌にやさしい弱酸性。
人の肌は弱酸性に整えられていて、汗などのアルカリ成分は、肌
から大切な成分を奪います。カーペットにpH値を弱酸性にコント
ロールする、新素材のレーヨン「パラモス®」を採用。生地のpH値
を肌自身のpH値である弱酸性に保ちます。
※「パラモス®」は、ダイワボウレーヨン（株）の登録商標です。
試験方法：カーペット上に各pH液(3,5,7,9）をスポイトで三滴滴下（約0.1mL）す
る。カーペットに液が浸み込んだ時から5秒後、スキンチェッカーをカーペット表面
にあて10秒後の数値を測定。　測定機器：pHメーター「スキンチェッカー」（株）佐
藤商事　MJ-120　計測試料：パラモス®混（レーヨン30％、綿70％）カーペット

保湿・消臭性も優れています。
保湿性に優れ、乾燥しやすい季節でもしっとりとしたソフトな質
感です。アンモニアなどの消臭性にも優れています。

pH コントロールカーペット
表面 pH

pH コントロールカーペット
表面 pH

ナイロンカーペット

滴下液 pH

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

滴下液のpH値

測
定
pH

1098765432

●pH緩衝試験
かんしょう

アルカリ性

酸性

一般的な健康な人の
皮膚表面のpH値ゾーン
一般的な健康な人の
皮膚表面のpH値ゾーン

弱酸性
pH4.5～ 6.5

®

®

®

エクス®は、東洋紡株式会社の登録商標です。

エクス®

●試験機関：一般財団法人ボーケン品質評価機構
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業界NO.1※の
極細ナイロン繊維
やわらかい手触りが長く続く、
心地よさです。

たたんで洗える
簡単にたためる設計で、
風合いそのまま、
素早く洗濯機で丸ごと洗えます。

※日本国内の住宅用カーペットにおけるナイロン糸の細さを比較。 
2017年6月現在（当社調べ）

カーペットの常識を変える極細ナイロン繊維を採用。
業界NO.1※の極細ナイロン糸を撚り合わせたラグで、従来のナイロン製品と比べて、手触りがとっても柔らか
です。ナイロンの丈夫な特性と、やさしい肌触りを併せ持った長く使える極細繊維です。

掃除機がかけやすい。
サラサラタッチで髪の毛やほこりがついても、ゴミが絡みつくことなく掃除機でサッと吸い取れます。お掃除
ロボットにも対応。遊び毛が出にくい長繊維なのでとても清潔です。

素早い回復力。
ダイニング椅子の脚や、テーブルの下など、家具を移動しても回復力に優れているので、風合いが長持ち。

汚れに強い。
ナイロン素材なので汚れにくく、汚れが取れやすい特性があります。

●加圧による厚み回復試験

40

50

60

70

80

90

100
（％）

加圧後直後 24時間後

フィーラ
一般的な
ポリエステル

試験方法（スミノエ法）：加圧荷重76kg φ4cm20℃48時間後、
　　　　　　　　　　加圧を除きその直後及び、24時間後の
　　　　　　　　　　厚みを計測。計測値より、回復率を算出。

低い

高い

回
復
力

85％
回復

60％

71％

49％

簡単にたためる構造で、
汚れたら素早く洗濯機で丸ごと洗えます。
汚れが落ちやすく、風合いも損ないません。
デザインに沿ってスクエアな溝（ループ組織）を施した構造なの
で、ボリュームがありながら折りたたみやすく、洗濯機にポンと入
れるだけで丸ごと洗えます。カーペット表面が外側になるようにた
ためるので、汚れが落ちやすく、風合いも損ないません。また、水
抜けも良く、洗濯機から軽く取り出せます。

2帖サイズまで入る便利な
専用洗濯ネット（別売）もご用意。
直径40cm×高さ28cm
（最大適応カーペット目安190×190cm／洗濯機容量9kg以上対応）

洗濯機へ縦方向にじゃばら折りする 横方向にじゃばら折りする

【洗濯方法】

2帖サイズまで入る便利な
専用洗濯ネット（別売）もご用意
直径40cm×高さ28cm
（最大適応カーペット目安190×190cm／洗濯機容量9kg以上対応）

P62参照

リサイクル繊維
１歩進んだリサイクル、CO2削減、
機能性。スミトロン®はエコロジーな
繊維です。
※スミトロン® は当社の滋賀事業所で製造しています。

スミトロン®は再生ポリエステルを50%使用したリサイクル繊維です。
スミトロン®は使用済のペットボトルから再生されたリサイクルチップとピュアチップを原料として作られたポ
リエステルフィラメント。ペットボトルをリサイクル繊維によみがえらせ、もう一度カーペット、カーテンに再
生。ゴミの減量化やエネルギーの低減も期待できます。

スミトロン®は温室効果ガスを大幅に削減するエコロジーな繊維です。
LCA（ライフサイクルアセンスメント）※1により、スミトロン®を使用したロールカーペット「エコロア100」は
ナイロンカーペットと比較してCO2 排出量を30%削減するという評価を得ています。※2
※1　LCA（Life Cycle Assessment）とは「製品のゆりかごから墓場まで」一原料の採掘、製造、輸送、使用、廃棄といった製品のライフサイクル全体に
わたっての環境負荷を総合的かつ定量的に評価する方法。　※2　エコロア100 は、みずほ情報総研株式会社による LCA により、同じパイル重量の原着
ナイロンカーペットと比較してCO2 を30% 削減するという評価を得ています。

スミトロン®は防汚性など優れた機能性を持つクリーンな繊維です。
ポリエステルは汚れがつきにくく、落ちやすい性質をもっており、他の繊維と比較して特に酸性の汚れ（コー
ヒー、赤ワイン、煎茶など）に対して優れた防汚性能があります。また、漂白剤、化学薬品にも優れた抵抗力を
持っています。

折りたたみ式 ウォッシャブル ラグ
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ソフトな風合い
アクリル素材のようなソフトな
風合いと、ボリューム感を
追求した優れたナイロン繊維です。

滑り止め加工
裏面に滑り止め加工を施し、
ズレや滑りから
しっかり守ります。

Softina®はナイロン素材の持つ、耐久性・防炎性・防汚性の
本来の性能と合わせて、アクリル素材のような、ソフトな風
合いと、ボリューム感を追求した優れた特徴を持つナイロン
繊維です。Softina®はフィラメント（長繊維）ですので、気に
なる遊び毛も少なくなりました。（当社比） 触って実感してみ
てください。
注意：従来のアクリルフックより遊び毛は減りましたが、繊維で構成されてい
る為、若干の遊び毛の発生は有ります。時々掃除機でお掃除いただくとより
遊び毛は減少していきます。

素 材
   耐久性（級）※1 

防炎性 遊び毛量
（mg）

※2

試験方法：
※1 JIS L 1021-12:2007 ヘキサポットタンブラー試験機による外
観試験。
※2 サンプルをスライド台に金具で固定した後に、掃除機を100回往
復作動し採取した遊び毛を取り出し、質量をmg単位にて測定

●素材毎の特性・機能

Softina®
アクリル

47
264

○
×

12,000回
3 ー 4
2ー 3

4,000回
4
3

裏 面

ズレや滑りに強い、高機能グリップ。
グリップ力に優れたタイヤ跡のハニカムデザインが、フローリ
ングとしっかりフィット。滑りにくい機能性とデザインを兼ね備
えた、新しい滑り止めです。一般的な滑り止め加工ラグと比
べ、1.6 倍のグリップ効果があります。
※当社製滑り止め加工ラグとの滑り加重試験比較・自社基準です。

通気性に優れた快適な滑り止め加工。
少ない接地面積の滑り止めで、適度な通気性があるため、快
適にお過ごしいただけます。小さなお子様やご年配者のい
らっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます。

肌にやさしく、清潔で安全性の高い
医療用資材を使用した裏材に
「すべり止め加工」をプラス。
小さなお子様、ご高齢者のいらっしゃるご家庭にも、安心・安全な滑り
止め加工が付きました。床暖房などに使用しても性能変化しにくく、フ
ローリングなどにも転移しにくい優れた素材を使用しています。

メディカルストップ®に室内の衝撃音を
階下に漏らさない「防音機能」をプラス。

オシャレな
デザインで
滑りにくい！

肌にも床にも、やさしい裏材

❶ 医療用素材なので肌にも安心
赤ちゃんのおしり拭きにも使用される、清潔で安全性の高い医療用資材を使ったカーペット裏材ですので、安心し
てお使いいただけます。

❷ 衛生的で環境にもやさしい素材
製造の際、一切の接着剤を使用せず、水流のみで繊維を絡めているので、衛生的で床面にも環境にもやさしいカー
ペット裏材です。

❸ レーヨン繊維でしなやかな風合い
メディカルシートはダイワボウと住江織物が共同で開発したレーヨン繊維のカーペット裏材です。

やさしい裏材＋すべり止め

やさしい裏材＋防音
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●油脂・糖分
住居用洗剤（マイペット等）を少量たらした
お湯で雑巾を絞り、強く拭きます。あとは、
きれいな布で拭き取り、これを繰り返します。

●インク・墨
まず、吸取紙によく吸い取らせます。そのあ
とで牛乳を少したらし、ブラシでよく叩いてか
ら、お湯で絞った雑巾で拭き取ります。

●酒 類
汚れた部分に塩をのせ、ブラシで叩いたあと
から、水をふくませたスポンジできれいに拭
きます。

●チョコレート
ホウ砂粉末をまき、20分ほど冷水に浸した布
で拭き取ります。これが乾いたら電気掃除機
で吸い取ります。

●ガ ム
まるめながらつまみとり、シンナーで拭き取
ります。取れないときは、ドライアイスで冷や
し、固まったものを粉にして取り除きます。

●卵
冷水を布につけて軽くこすり取ります。

●牛 乳
ぬるま湯に浸した布で軽くこすります。牛乳
に熱湯は禁物ですから注意してください。

●ペンキ
ついた直後であれば、テレビン油をつけた布
で柔らかくこすれば取れます。乾いてしまっ
たものは、専門家に任せた方が無難です。

●泥
よく乾かしてから、電気掃除機で吸い取りま
す。あとは、ぬるま湯で拭き取ります。

高級絨毯のお手入れ方法

汚れのひどい時や部分的な汚れには…
経験のあるクリーニング店に任せるのが最良です。適当な専門店が見つからない場合は、弊社担当員にご相談ください。部分的な汚れには、市販されているク

リーナーでも十分ですが、色落ちしない事を確かめてからお使いになる方が良いでしょう。

汚れは、周囲から中心に向かって取っていくとムラになりにくいようです。又、化学洗剤は必ず薄めて使ってください。汚れを取った後は、必ず毛並みをそろえて、

よく乾かしてください。汚れ落としは、時間を置かずにスグ処置する事が一番です。落とし方については下記の表記を参考にしてください。

●靴ずみ
歯ブラシにベンジンをつけ、汚れたところを
叩くようにして取ります。

●ふん（犬、猫など）
漂白剤入りのクレンザーを盛り上げ、べとべと
したものを吸い取らせてください。乾いてか
ら掃除機の隙間ノズルで吸引してください。
漂白剤は殺菌作用があり臭気も消えます。

●タバコの焦げ
オキシフルをつけた歯ブラシでブラッシング
すると、焦げた部分が目立たなくなります。

※ただし、長時間たってしまった汚れの原因のわからないもの
は、大手クリーニング店など専門家にご相談ください。

日常のお手入れ方法は…
1週間に1～2回、パイルの目の反対方向に掃除機をかける程度で良いで

しょう。あまりしつこくかけすぎると、かえってパイルを傷める事になってしま

います。又、絨毯の下の掃除もお忘れないように。

月に2回程度は…
月に2回は雑巾かけをして下さい。中性洗剤1～2杯をバケツ1杯のぬるま

湯に溶かし、雑巾を固く絞って、強く拭いてください。

年に1度は…
外に持ちだし、絨毯の裏側から棒などで軽くたたき、ゴミやホコリをたたき出

してください。そして2～3時間裏返しのまま陰干ししてください。

ダニを発生させないためには…
ダニは畳や毛布などあらゆる場所にいますが、条件さえ断てば繁殖は防げ

ます。その為には、

●1週間に2回以上の掃除をすること。
特に夏場、大掃除をするのも良いでしょう。

●風通しをよくする。
窓を開けて乾燥させることが大切です。湿度45％以下の場合、ダニはほと

んど死滅します。

●掃除機は、できるだけ能力の大きいものを使用。
人のよく通る場所は、念入りに掃除します。
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メンテナンス商品

安全性について
●パウダータイプ 
化粧品原料に準拠した原料で、医薬部外品原料リストに
収載されている成分を使用しています。

●リキッドタイプ
飲食器用洗浄剤自主基準、食品衛生法の規定基準に適合した原料を
使用しています。　（一部一般原料使用）

試験項目
ヒトパッチテスト

結果
安全品

折りたたみ方（190×190cmサイズの場合）

※たたんでウォッシュラグは、意匠登録品です。

¥4,000

吸着のメカニズム

吸着性能
ホルムアルデヒド、VOCガス（トルエン、キシレン）除去性能評価

家庭用洗濯機で、カーペットを痛めずに
お洗濯できます。
本商品洗濯ネットは洗濯機にそのまま入るサイズ
です。洗濯ネットの底部分に厚手の生地を使用して
いるため、洗濯機モーター羽根部分によるやぶれ、
裂けに強く丈夫です。

2ステップで汚れを落とします。
汚れを吸い取るパウダーと、汚れを浮き立たせるリ
キッドタイプの2ステップ洗剤。
汚れ除去後のパイル面の風合いキープに優れた、
カーペット専用クリーナーです。

ラグ専用洗濯ネット カーペットクリーナー

カーペットクリーナー

●リキッドタイプ（02）

家具引き出し内やクローゼット内の
密閉空間に放散されるアルデヒド類、
揮発性ガスのVOCガスを吸着する
VOC吸着シート。

化学的吸着+物理吸着ですばやく吸着。
化学吸着＋物理吸着の2つの効果を施した不織布
で、シックハウス症候群の原因物質であるアルデヒ
ドや揮発性有機化学物質（VOC）ガスをすばやく吸
着します。

ケミフリーVOC吸着シート

ラグ専用洗濯ネット

ケミフリーVOC吸着シート

こぼしてすぐの液体汚れに［パウダータイプ］
こすることなく風合いへのダメージを抑え
ながら汚れを吸い出してくれます。

時間が経って乾燥した汚れに［リキッドタイプ］
汚れを浮き立たせ、布など押し当てて汚れを
落とすことができます。

01

02

250ml
界面活性剤（5％、ポリオキシエチレンア
ルキルエーテル、ジアルキルジメチルア
ンモニウム塩）、溶剤、安定化剤
中性

容　量
成　分

液　性

容　量
成　分

液　性

110ｇ
界面活性剤(28％脂肪酸カリウム)、
結晶セルロース、
炭酸水素ナトリウム
弱アルカリ性

価　格

ドラム式不可
本品は脱水時に脱水槽が水平に回転する
タイプの洗濯機に合わせて開発されました。
ドラム式洗濯機は使用しないでください。

サ イ ズ
価 格
使用生地下部
上・側 面

サ イ ズ
個装入数
価 格

直径400mm×高さ280mm
¥3,800
オックス生地
メッシュ

W100mm×H200mm
4枚
¥1,000code No.139-64992

code No.139-65018

code No.139-65026

●パウダータイプ（01）

ステップ ❶

ステップ ❷

ステップ ❸

ステップ ❹

クリアシート（透明チェアマット）

クリアシート
code No.139-65263

色　名　1.クリア
組　成　スチレン系エラストマー100%
サイズ
60cm×90cm
60cm×120cm
60cm×180cm
60cm×240cm
60cm×270cm
120cm×150cm
製造国　日本製

インテリアの雰囲気を壊さない
透明度の高いチェアマット。
デスク回りや、イスによるキズ・汚
れから床を守ります。

●耐久性が高く、温度によって変形しにく
いクラレ｢EARNESTONTM｣素材を採用。

●汚れても拭き取るだけでお掃除カンタン。
●滑りにくい加工で、フローリングにしっ
かり密着。

クリアシートロール
code No.139-65271

価　格　　
¥9,000
¥18,000
¥27,000
¥36,000
¥40,500
¥45,000

色　名　1.クリア
組　成　スチレン系エラストマー100%
サイズ　ロールサイズ120cm 巾
価　格　¥40,000 /m2

製造国　日本製
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カーペット3段什器
緞通やウイルトンカーペットなどを
3本陳列できます。

丸巻什器
軽量のラグを7本陳列できます。
360°どの角度からでも商品をみせることができます。

ディスプレイ例

サイズ：W1200×H2050×D500mm
バー最大幅2400mm　バー抜け防止付

当社オリジナルのマット用ギフトケースをご用意しています。2タイプのケースから、サイズに合わせてお選びください。

code NO.963-20265 code NO.963-20281

※システム什器の価格等に関しては、弊社までお問い合わせください。

ギフトケース 小ギフトケース 大

サ イ ズ

頒布価格

対応サイズ

H47×W27×D6cm

¥340
45×70cm・45×75cm

サ イ ズ

頒布価格

対応サイズ

H62×W33×D6cm

¥400
50×80cm・55×85cm・60×90cm

カーペット固定部材

ギフトケース

システム什器

固定シート

固定テープ３０

サ イ ズ

個装入数

価 格

材 質
　
　
　

製 造 国

10cm×10cm×厚み 0.5mm

6 枚

¥857
基材／不織布
吸着面／アクリル発泡体
粘着剤／アクリル系
はくり紙／紙

日本製

サ イ ズ

価 格

材 質
　
　
　

製 造 国

幅 3cm×長さ9m×厚み 0.4mm

¥800
基材／不織布
吸着面／アクリル発泡体
粘着剤／アクリル系
はくり紙／紙

 

 

日本製

価 格

¥5,238
¥7,619
¥9,524

¥3,790 /m2

サ イ ズ

ロールサイズ

120cm×180cm
180cm×180cm
180cm×230cm

200cm 巾

フローリングを傷めずカーペットのズレ防止
粘着剤をまったく使用しないミクロ吸盤構造の特殊吸着加工だから
のり残りの心配がなく床を汚しません。

クッション性を持ち合わせた固定・接着シート
裏面はドット形状の滑り止め、表面はカーペットを止めるピン形状の突起となって
おり、超強力な固定シートです。適度な弾力性があり、室内の防音性を高めます。

code No.139-64313

（ｘ1120）

（ｘ1119）

ミクロ吸着で床を傷めない（2 ～ 3 畳用）

防音ピンバック

色 名

組 成

10. ブラック

ポリエステル100%
（ピン部分）ポリエチレン100%

ラグマット・カーペットの固定に

code No.139-64305

●折りたたみ仕様　code No.131-32458

●ロール反　code No.131-28159

（裏面）
ドット形状の滑り止め

（表面）
カーペットを止めるピン形状の突起

※表示価格は消費税を含みません。

サイズ：W890×H620×D450mm
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STEP 1

STEP 2

STEP 3

ラグのアップ画像や詳細なスペック、
機能性の説明等もご覧になれます。
施工、俯瞰、アップの画像は
それぞれダウンロードしてご活用ください。

おすすめするラグをクリックすると
施工イメージにシミュレーションされます。
リビング空間は、ソファーと床の色が変更できます。

リビング、ダイニングなどの空間をお選びください。
ナチュラル、モダン、カジュアル、エレガンスなどの
テイストを選べる空間もあります。

DOWNLOAD
お気に入りのラグをダウンロード。

CHOICE
まずラグをお使いいただく空間を選択。

SIMULATE
空間におすすめのラグをシミュレーション。

コーディネート提案の「RUG SELECTION」をご活用ください。

SUMINOEがおすすめするラグを、
いろいろコーディネートしてお気に入りのラグを見つけられるツールです。

▲▲▲

 http://suminoe.jp/interior  から　　　　　　® をクリック！
※画像はイメージです。詳細はHPをご覧ください。
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スミノエ・ショールームへ
お気軽に、お越しください。

SUMINOE INTERIOR PLAZA

株式会社

本　　　社

北日本支社

札幌営業部

苫小牧営業所

旭川営業所

北見営業所

帯広営業所

函館営業所

仙台営業部

青森営業所

東日本支社

横浜営業所

千葉営業所

北関東営業所

静岡営業所

※掲載写真は印刷物のため、現物と多少色相が異なる場合があります。
※掲載されている写真は、無断複製・転載禁止です。

〒550-0013

〒060-0007

〒060-0007

〒053-0833

〒078-8241

〒090-0054

〒080-0023

〒041-0811

〒983-0034

〒030-0947

〒141-0031

〒222-0033

〒260-0013

〒331-0812

〒422-8055

大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル6F

■管理本部　■MD本部　■営業本部　　　 　　　　

札幌市中央区北7条西13-9-1　塚本ビル7号館2F

札幌市中央区北7条西13-9-1　塚本ビル7号館2F

苫小牧市日新町1丁目1-1

旭川市豊岡11条6-3-11

北見市双葉町1丁目4-1

帯広市西13条南13丁目4-1

函館市富岡町2丁目43-10

仙台市宮城野区扇町3-1-25

青森市浜館1-6-13

東京都品川区西五反田2-30-4　ＢＲ五反田ビル4F

■第一ブロック

■第二ブロック

■東日本開発部

横浜市港北区新横浜2-5-5　住友不動産新横浜ビル6F

千葉市中央区中央1-11-1 千葉中央ﾂｲﾝﾋ ﾙ゙1号館902号室

さいたま市北区宮原町2-23-11　ツミタビル1Ｆ

静岡市駿河区寿町7-17-2

☎06（6537）6301

☎011（208）5631

☎011（208）5631

☎0144（74）7714

☎0166（32）6401

☎0157（36）6386

☎0155（22）4131

☎0138（44）3006

☎022（237）0255

☎017（744）5121

郡山営業所 〒963-0201 郡山市大槻町字古屋敷27 遠藤ビル103号 ☎024（962）2111

☎03（5434）2928

☎03（5434）6903

☎03（5434）6771

☎03（5434）2928

☎045（478）6344

☎043（223）7102

☎048（665）2231

西日本支社

大阪営業部

本　　　社

東 京 支 店

大 阪 支 店

〒550-0013

〒542-8504

〒141-8534

〒542-8504

大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル1F ☎06（6537）6320

住江織物株式会社
大阪市中央区南船場3－11－20

東京都品川区西五反田2－30－4　BR五反田ビル6F

大阪市中央区南船場3－11－20

盛岡営業所 〒020-0117 盛岡市緑が丘3-18-15 ☎019（663）2793

■コントラクト部 ☎06（6537）6320

■西日本開発部 ☎06（6537）6317

京都営業所

神戸営業所

名古屋営業部

金沢営業所

岡山営業部

広島営業部

福岡営業部

北九州営業所

リビング部

東日本リビング部

西日本リビング部

〒602-0042

〒652-0802

〒466-0034

〒921-8062

〒700-0953

〒734-0037

〒812-0882

〒802-0804

〒141-0031

〒550-0013

京都市上京区新町通今出川上る元新在家町167番地2

神戸市兵庫区水木通8-1-24　サンライフ水木1F

名古屋市昭和区明月町3-20

金沢市新保本5丁目107番地

岡山市南区西市115-7

広島市南区霞2-9-6

福岡市博多区麦野5-20-3

北九州市小倉南区下城野2-6-22　ネッツ下城野1号

東京都品川区西五反田2-30-4　ＢＲ五反田ビル5F

大阪市西区新町2-4-2　なにわ筋SIAビル4F

☎075（414）2550

☎078（579）6511

☎052（853）3519

☎076（249）4911

☎086（245）7770

☎082（255）7811

☎092（592）3764

☎093（931）3112

☎03（5434）6725

☎06（6537）6321

福岡市博多区麦野5-20-3
TEL.092-592-3826/FAX.092-592-3768

福岡 FUKUOKA

広島市南区霞2-9-6
TEL.082-255-7811/FAX.082-255-7838

広島 HIROSHIMA

札幌市中央区北7条西13-9-1 塚本ビル7号館2F
TEL.011-208-5631/FAX.011-208-5621

札幌 SAPPORO

仙台市宮城野区扇町3-1-25
TEL.022-237-0255/FAX.022-237-0270

仙台 SENDAI

TEL.03-5434-6545/FAX.03-5434-2315
東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル3F

東京 TOKYO NAGOYA名古屋

名古屋市昭和区明月町3-20
TEL.052-852-8211/FAX.052-852-0185

岡山市南区西市115-7
TEL.086-245-1433/FAX.086-245-7470

岡山 OKAYAMA

大阪市中央区南船場3-11-20 4F
TEL.06-6251-9380/FAX.06-6251-9959

大阪 OSAKA

インテリアに関するお問い合わせ・ご相談
は、スミノエのショールーム「S・I・P（スミノ
エ・インテリア・プラザ）」へ。
カーテン、カーペットをはじめ、豊富なアイ
テムの展示と、最新のインテリア情報をご
用意しております。お近くのショールーム
へ、どうぞお気軽にお立ち寄りください。
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カーム
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カラープランツ

カラーライン

カリタ

クリ

クリーンタータン

クロスツイード

サクリエ

シャードプラザ

ソリッディ－

ソリッドウィーブ

ダイヤモンド7228

ダイヤモンド7238

ディレット

デザート48112

デザート48114

トラッドタータン

ノビリティ6530

ノビリティ6598

ハイコート

バスク

パセリ

ハニカムドロップ

ピアンタ

ヒートスクエア

ピュアウォッシュ

ピュアフロー

ブドウ

ブルーベリー

フロストライン

ヘルシンキ

マルチストライプ

ラインドット

ラインフリー

ラモカ

ランソー

ランドスケープ

リグリア

リコルド

リネンウール

リネンコットン

リネンライン
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ワッフルフリー
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索　引

ザ・ビッグ

入口：御堂筋側
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